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各航路の乗船時間は目安です。海況・船の大きさによって変動します。
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さぁ行こう！ 竹富町の島々へ！

ステップ 1

石垣空港からユーグレナ石垣港離島ターミナルに向かおう
ユーグレナ石垣港離島ターミナル
バス

直行便

空港線（路線バス）
約15分間隔で運行。系統によってホテル経由あり。

約30分間隔で運行。
所要時間
運

賃

問い合わせ

タクシー

所要時間

約30分

所要時間

片道500円

往復券900円

カリー観光

☎0980-88-0117

約25分〜30分

料

金

約35分〜40分
片道540円

運 賃
問い合わせ

往復割引チケット1000円

東運輸（あずまうんゆ） ☎0980-87-5423

3,000円前後

こんなときどうする？

定期船がない島々

船が欠航した！

西表島（大原港）
⇩ 路線バス 約 25 分
「由布島水牛車乗り場」下車

船の運航は天候に左右されます。まずは船会社が
発表する「本日の運航状況」をご確認いただき、
余裕を持ったスケジュールを立てることをおすす
めします。

由布島
▶詳細は P27
西表島から水牛車または徒歩で渡ります。

西表島
（上原）
行きが欠航時に上原へ行きたい場合

新城島
▶詳細は P41
「パナリ島観光」

「新城島観光」へツアーをお申し込みください。
加屋真島 ▶詳細は P49

上原港行きの乗船券を購入
⇩
大原港行きの船に乗船
⇩
大原港から送迎バスにて上原港へ

※購入した船会社の送迎バスにのみ乗車できます。
詳しくは各船会社にお問い合わせください。

美しい自然の中には、時に危険が潜んでいます。
いざという時には慌てず「いつ」、「どこで」、「なにがあった」を伝えてくださいね。

ユーグレナ石垣港離島ターミナルから竹富町の島々へ
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どうやって行く？

「三和トラベル」

へツアーをお申し込みください。石垣港離島ター
ミナルまたは小浜港からのチャーター船にて上陸できます。

ステップ 2

高速船

ユーグレナ石垣港離島ターミナルに
ついたら船の旅の計画を練ろう！
宿の手配はもうすんだ？

け方

緊急電話のか

所要時間
約10〜15分

石垣島⇔小浜島
石垣島⇔黒島

船会社
安

八

約25〜40分

安

八

約25〜30分

安

八

石垣島⇔西表島（大原港） 約35〜55分

安

八

石垣島⇔西表島（上原港） 約45〜60分

安

八

石垣島⇔鳩間島

約40〜70分

安

八

石垣島⇔波照間島

約60〜100分

安

【目標物の例】

❶ 電話をかける

・安栄観光と八重山観光フェリーは共通乗船券です。
・天候により、出発時刻・所要時間の変更や欠航になる場合があります。
・ご乗船の際は必ず船会社へご確認ください。
・島間航路については安栄観光にお問い合わせください。

航路
石垣島⇔竹富島

❷ 係員が応答したら、通報の種類を伝える

例：119番の場合「火事、救急、救助」など

❸ 通報場所の住所と通報している電話の電話番号を伝える
住所などが分からない場合

・最寄の目標物をできるだけ詳しく伝える

西表島内：白浜港〜船浮港
船浮海運

白浜営業所
船浮営業所

安全で
楽しい旅のために
知っておこう！

所要時間約10 分

☎ 0980-85-6552（平日）
☎ 0980-85-6161（土日）

安 安栄観光

☎ 0980-83-0055

八 八重山観光フェリー

☎ 0980-82-5010

❹ 通報後、しばらくは電源を切らずに、現場の近くの安全

・付近の交差点や通りの名前、店舗の名称など

 柱に書かれた地番や信号機下に設置
・電
の住所表示板を読み上げる
・清涼飲料水などの自動販売機に貼られている
住所表示ステッカーに

記載している住所を

読み上げる

な場所で待機

火事・救急・救助

事件・事故

海の事件・事故

119 110 118

一般電話（携帯電話を含む）から 118 番に
電話をかけると、最寄りの管区海上保安本部
の運用司令センターにつながります。沖縄県
内からかけると、第十一管区海上保安本部運
用司令センターにつながります。
※ 緊急でない「ご相談」などは、
石垣海上保安部
☎ 0980-83-0118 にご連絡ください。

※気温と台風接近数は過去のデータを平均したものです。
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島のあるある情報

トラブルなく旅をするために
全島共通のお願い

町内にある金融機関はゆうちょ銀行・JAのみです
◆石垣島で現金を準備する（銀行 ATM、ゆうちょ、他） ◆ ATM、または窓口の時間を確認しておく
◆クレジットカードが使えないお店も多いです

竹富町ゆうちょATM

2018年12月現在

郵便局名
竹富郵便局

平日
8:45～17:30

土曜日
9:00～17:00

日曜日・祝日
休み

電話番号
0980-85-2342

黒島郵便局

8:45～17:30

9:00～17:00

休み

0980-85-4342

小浜島郵便局

8:45～17:30

9:00～17:00

休み

0980-85-3342

西表島郵便局

8:45～19:00

9:00～17:00

9:00～17:00

0980-85-6342

西表大原郵便局

8:45～18:00

9:00～17:00

9:00～17:00

0980-85-5342

波照間郵便局

8:45～17:30

9:00～17:00

9:00～17:00

0980-85-8342

窓口営業時間（平日9:00～16:00）
であればゆうちょ銀行のキャッシュ
カードのみ利用可。土・日・祝日休み。

0980-85-6063

鳩間簡易郵便局
※窓口のみ

伝統行事や祭りのときは店が開かないことが多くあります
◆例えば、小浜島の豊年祭の 3 日間は、レンタカー・レンタサイクル・バイクの貸出はありません。
◆行事や祭りの時期については P66「竹富町イベント・伝統行事カレンダー」を参考にしてください。

食事処は早く閉店したり、不定休だったりします
◆朝・昼・夕食は予定をたてておくのがベターです。
◆宿泊先に食事の相談をするのもよいでしょう。

竹富島

清明御嶽

ビーチ（浜）以外では、水着姿や上半身「はだか」で歩かないでください。
濡れたまま、飲食店・スーパー・商店（売店）には入らないようにしてください。

島の自然を守るため、動植物を勝手に持ちだしたり、持ち込んだりしないでください。
夜間の散策は、周囲に配慮し静かに行動してください。

竹富町のごみ事情

竹富町 家庭ゴミの分別

検索

各島のごみは、石垣港を経由し西表島に集積され、最終処理を行っていますが、処理能力は限られています。
そのため、できるだけごみを出さず、分別を徹底することで自然環境へのダメージを少なくしようと努力しています。
事情をご理解いただき、『各自持参したものは持ち帰る』ようご協力をお願いいたします。島内で購入いただいた飲食
物等のごみを捨てる際には、竹富町の『家庭ごみの分け方』を参考に分別をしていただきますようお願いします。

紫外線対策

携帯電話の電波が届かない場所があります
◆何かあって連絡がとれないときのために、宿泊先などに自分の予定を伝えておくのがよいでしょう。

◆天候が悪く中止になる場合、連絡をくれる時間帯はいつか。
◆自分が船に乗り遅れた場合、連絡はどこにしたらよいか。

●神事のなかでも、小浜島の豊年祭は写真撮影は厳禁です。カメラ及び写真撮影が
できる携帯電話などの機器を携行しての集落立ち入りは禁止となっております。
●新城島では御嶽（拝所）や神聖な場所の写真撮影は禁止です。（なお、島へは勝手
に上陸できません。ツアーに参加し、ガイドの案内での行動をお願いします。
）

指定キャンプ場以外でのキャンプは禁止です。

◆島の商店がありますが、夜遅くまで営業していません。島の商店では商品の品数は限られてきます。
◆日曜日は島の商店にお弁当はほぼないので、お弁当が必要な場合は石垣島で準備するなど工夫が必要です。
◆薬や赤ちゃん用品（紙おむつなど）は石垣島で準備したほうが無難です。
◆タバコの自動販売機もありません。

アクティビティの予約時に確認しておきたいこと

八重山地方には各集落やその周辺に御嶽（拝所）があります。地域の人たちにとっ
ては神聖な場所なので、許可なく立ち入らないようにしましょう。地域の伝統行事
や祭りに参加するときはそれぞれの地域のルールに従いましょう。

定期船には、濡れたたまま乗らないようにしてください。

コンビニやドラッグストアはありません

自然いっぱいの離島は
不便なことも多いので
準備をよろしくメェ〜

車・バイク・自転車はのんびり運転
◆子どもや小動物が飛び出してきても停止できる速度です。のんびり行こう。

西表島の島速度
◆島内は時速 40 キロ、集落内は時速 30 キロで運転をお願いします。
◆西表島だけに生息するイリオモテヤマネコの飛び出し注意の標識や
看板があるところでは減速して交通事故から守りましょう。

八重山地方の日差しは非常に強く、どの季節も紫外線の照射量が多く、甘くみてはいけません。対策は予防を前提に、
薄手の長袖シャツや帽子・サングラスなどを身につけた上で、隠しきれないところも含めて、効果の高い日焼け止め
クリームを塗ってください。特に小さいお子様には気をつけてあげてください。

熱中症に注意
竹富町をはじめとした八重山地方は、４月頃には初夏を迎え、１０月頃まで盛夏が続きます。また、気温や湿度に大
きな差があるのが特徴です。旅行の際には気温や湿度差が大きい所に飛行機で一気に来るため、その差に体が慣れて
いません。限られた滞在期間ではなかなか慣れないため、体内で発生する代謝熱をうまく逃がすことができずに熱中
症にかかってしまう場合があります。特にお子様やお年寄りは注意が必要です。また、夜更かしや飲酒による脱水状
態なども、熱中症を起こしやすい要因です。体調不良の時は、特に注意をしましょう。

牛、水牛、カラス

予防対策

熱中症にかかってしまったら

◆牛は見慣れないものや急な動きに対して敏感に反応します。牛に触ったり、牛の前で急に走った
りするような動作は思わぬけがのもとになるのでやめましょう。水牛も同様です。
◆カラスにお弁当を狙われたり、バッグを荒らされたり、という事例がありますので注意しましょう。

●蒸し暑い日や、急に暑くなった日には無理をしない。
●炎天下での海水浴などは避けましょう。
●水分をこまめにたっぷり取りましょう。
●日傘や帽子を利用しましょう。
●汗をこまめにふき取り、通気性の良い服を着用しましょう。

●日陰や涼しい場所に避難し、水分・塩分を補給
し休息してください。
●意 識がない、呼びかけへの反応がおかしいなど
の場合は、冷たいタオルで首や脇の下・足の付
け根などを冷やし、すぐに病院へ行き適切な処
置を受けましょう。

各島々の方言
◆島の人たちは方言で会話をします。方言を知らない人が聞くとけんかをしているように思えたり、
イントネーションで怒られたように感じたりすることがあるようです。
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訪れる地域に関する情報を前もってよく調べ、規制は守りましょう。
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トラブルなく旅をするために

トラブルなく旅をするために

海 で遊ぶときの注意

山 で遊ぶときの注意

●ひとりで泳がないようにしましょう。万が一事故があっても気付かれない可能性があります。
●ライフジャケットやウェットスーツを着用し、浮力を確保しましょう。
●シュノーケリング器材の基本を習得してから始めましょう。自己流は危険です。
●生き物をむやみにさわったり、採集したりしないようにしましょう。

西表島のジャングルを横断する場合の諸注意
●事前に下記の森林事務所まで連絡をお願いします。
●樹木伐採、植物（種子含む）
、きのこ等、土石の採取を無断でおこなうと罰せられることがあります。
●火気には十分注意するとともに、ごみは必ず持ち帰りましょう。
●西表島横断及び登山等については次の事項をもれなく記載した登山計画書（自由様式）を下記の
●駐在所及び森林事務所に提出してください。また、入山・下山時にも忘れずにご連絡ください。

●飲酒しているときは絶対に海に入らないでください。

ムラサメモンガラ・ゴマモンガラは、繁殖期の
6 ～ 9 月は縄張りをもち、侵入者を追い払い
ます。強い歯で噛まれるとケガをします。近づ
いて来たら、その場から離れてください。餌付
けはしないでください。
ムラサメモンガラ

●ひとりで行かないこと。事故にあっても気づかれない可能性があります。
●林道や登山道は、車による進入は禁止されています。
●熱中症に注意しましょう。こまめに水分補給をするようにしましょう。
●生き物をむやみにさわったり、採集しないで下さい。

必要事項
♦所属団体名 ♦パーティ全員の氏名 ♦住所（連絡先） ♦年齢 ♦入山期間 ♦行動予定
♦主な装備（食料・燃料の量・テント数・ラジオ・無線等） ♦非常時の連絡先 ♦ハブ対策（吸引器の有無）
連絡先 林野庁 沖縄森林管理署
大原森林事務所 ☎ 0980-85-5308
八重山警察署
大原駐在所 ☎ 0980-85-5110

ゴマモンガラ

林野庁ホームページ

注意

海の危険生物

白浜駐在所 ☎ 0980-85-6110

http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/nyurin/formalities/iriomote_renraku.html

見たことのないもの、何かわからないものには絶対触らないで！

カツオノエボシ

ガンガゼ

ミノカサゴ

トゲの付いた鋭い腕を持
ち、直径60cmほどにな
る。触れると激しい痛み
とともにトゲが皮膚の中
で折れ、残る場合がある。

青い気泡体で水面に浮く
クラゲ。その下には長い
触手が垂れ下がり、刺さ
れると激痛が走る。風の
強い日に岸に打ち寄せら
れることもある。

長く鋭いトゲを持つ黒い
ウニ。刺されると激しい
痛みがある。うっかり踏
まないように注意。

背ビレと腹ビレ、しりビ
レに毒があり、刺される
と激痛が走る。色が美し
いためうっかり触って被
害にあうケースがある。

対処方法
40 〜 45 ℃ ぐ ら い の
お湯につけると痛みが
和らぐ。トゲは折れや
すいので病院で取り出
すように。

対処方法
酢は使わず海水で触手
を 洗 い 流 し、 氷 や 冷 水
で冷やして病院へ。

対処方法
40 〜 45 ℃ ぐ ら い の
お湯につけると痛みが
和らぐ。トゲは折れや
すいので病院で取り出
すように。

対処方法
傷口をきれいに洗い、
40 〜 45 ℃ の お 湯 に
60 〜 90分 ほ ど、 痛
みが和らぐまでつける。

ハブクラゲ

5 〜 10月にかけて海岸近くで泳いでいるが半
透明なので見つけにくい。刺されると激痛が
走り、ショックで呼吸停止や心肺停止に陥る
こともある。
対処方法
絶対に砂や真水でこすらず、酢をたっぷりか
けて触手を取り除く。氷や冷水で冷やして病
院へ。※呼吸停止・心停止なら心肺蘇生法を
開始する。

オニダルマオコゼ
殻長10cmになる赤褐色の編み目模様がついた巻
貝。体の中に毒矢を持つ。刺されるとすぐに体がし
びれてくるため、溺れる危険性あり。
「ハブガイ」
ともいわれる。
対処方法
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上原駐在所 ☎ 0980-85-6510

写真以外にも危険な生物はたくさんいます！

オニヒトデ

アンボイナガイ

祖納森林事務所 ☎ 0980-85-6201

傷口を清潔にし、早急に病院へ。

背ビレと腹ビレ、しりビレに毒がある。砂や岩に似
ており、気づかずに踏んでしまうことが多い。
トゲが丈夫で、薄手の履き物なら突き通してしまう。
対処方法 傷口をきれいに洗い、40 〜 45℃のお湯
に60 〜 90分ほど、痛みが和らぐまでつける。
写真提供：沖縄県衛生環境研究所
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南中時刻（もっとも高く見える時刻）

「TBS 日立 世界ふしぎ発見」で取り上げられました。

・ 本州より緯度で 10 度ほど南の水平線が下がって見え、
そこに南十字星があがってきます。

１月～６月の南の空に見ることができます
南十字座は春の星座ですので春が見えやすいですが、水平線近くにしか
昇って来ないため、気象条件によっては、十字の四つの星全部を見るこ
とがなかなか難しい星座でもあります。

  6:20
6:30
4:31
2:40
0:39
22:37
20:35

−
  −
1 月 15 日
  5:37
2 月 15 日
  3:36
3 月 15 日
  1:45
4 月 15 日   23:40
5 月 15 日   21:42
6 月 15 日   20:25

星で楽しむ

星で楽しむ

2018年星空保護区認定

南十字星

12 月 24 日
1月 1日
2 月   1 日
3月 1日
4月 1日
5月 1日
6月 1日

※ 12 月はこの時刻の前１時間、６月はこの時刻の後１時間ほど見られます。

・ 21 個ある１等星を、すべて見ることができます。
・ 88 ある星座のうち、84 星座が見られます。
・ 南十字座は 88 ある星座の中で最も小さな星座です。
・ 偏西風の影響が少なく、上空の大気が安定しているので星が瞬かずに
くっきりと見えます。
・ 夏は南から北の空に流れる天の川が見えます。
・ 天の川は日本でもっとも長く、そして白い薄雲のように見えるため、
文字通りミルキーウェイです。
・ 琉球王朝時代から、星が暮らしと密接にかかわってきた歴史があり、
星見石などの史跡も残っています。
・ 星にまつわる民話や伝承、舞踊などもあり「星文化」が残っています。

三大流星群

ケンタウルス座

・ しぶんぎ座流星群

１月初めごろ

・ ペルセウス座流星群

８月中旬ごろ

・ ふたご座流星群

12 月中旬ごろ

α

・ 流星は、竹富町では暗い場所に行けばいつでも見られます。

β
南十字星

民話
星女房

星見石

竹富島の

伝承

北斗七星の上から二つ目に輝く母子星のお話

暗くなり星が見え始めるころ、「ぺーぶし」が水平線に平行になって見えると「かーちばい」も止み、暑い夏がやってくる。

天女として地上に舞い降りた二つ目の星が、 貧乏でも真面目に働く青年と結婚し、

※「ぺーぶし」とは「ぱいがぶし」＝ ケンタウルス座α星とβ星のこと
※「かーちばい」とは＝南風のこと

かわいい男の赤ちゃんも生まれました。
家族仲良く暮らしていたある日、北斗七星の星が六つしかないことが村中に気づかれ、
天女が見つかってしまいます。知られたからには天に戻らなくてはなりません。
天に戻るとき、我が子だけは連れて行きたいと赤ちゃんを抱えて天に帰り、

ワー
空観測タ

もとの七つ星に戻りました。

流星

星

実際に北斗七星の二つ目の星（ミザール）を双眼鏡で見てみると、
すぐとなりに小さな星（アルコル）がちょこんと並んでいるのがわかります。

星砂の伝説
竹富島に昔から伝わる伝説
北にある星を父星、南にある星を母星と言いました。
母星は「子供を産みたいけれど、どこで産んだら良いでしょうか？」と、
天の神様に相談しました。すると神様は地上を眺め、
竹富島の美しいサンゴの海を見て「竹富島の南の海で産むといいだろう」と言いました。
そして母星は言われたまま竹富島の南の海にたくさんの子供を産んだのです。
すると海の神様が「私に相談なく勝手に子供を産むのは許せない」と激怒し、
海の大蛇を使って星の子供たちを全て噛み殺させてしまったのです。
噛み殺された星の子供たちの死骸は、小さな星の形となって海を漂い、
竹富島の南の東美崎の浜に打ち寄せられました。
これが竹富島の星砂です。

星見石
竹富島

現在は「なごみの塔」の下にある

小浜島

集落南側（シュガーロード端）
の節定め石

波照間

集落センター横の立石

※ 星見石とは、農作業の時期を知るための星を観測するために用いられた石

開館時間／ 13 時〜 16 時 夜間は不定期
休 館 日／不定期
入 館 料／大人 500 円、小人 400 円
※料金は 2019 年 9 月末時点

http://haterumajima-hosizora.jp/

竹富町は、日本で最も赤道に近い地域にあるため、日本で見られる
すべての星を見ることができます。条件がいい日は、見える星が多
過ぎて星座が分からないほど。夏の夜空には天の川も輝きます。

打ち寄せられた死骸を見てかわいそうに思った東美崎の女神は、
天国に帰そうと考えて星砂を集め御嶽の香炉に入れました。
すると星砂達は、祭りの時に焚く香の煙とともに天に昇って行ったのです。
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そのためか、竹富島の南の空には星がたくさん光っていると言われています。
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14

15

民宿

☎ 0980-85-2131

竹富島 宿泊

家族で営む、老舗民宿

高那旅館

☎0980-85-2151

竹富町字竹富499

竹富島

島でいちばんの老舗宿

宿泊

マップP15

高那桂子さん・弘子さん姉
妹が宿主。あの司馬遼太郎
も訪れた、歴史のある宿で
す。食後に、ナイトツアー
に参加できることも。ユー
スホステルも併設。お土産
屋さん「たかにゃ」は姉妹
店です。

●港から徒歩10分
●送迎あり（竹富港に着いたら連絡）
●料金は、ご予約の際にご確認ください。

星のや竹富島

☎0570-073-066

竹富町字竹富

星のやで過ごす、特別な時間

マップ P14

客室は伝統手法で建てられ
全室庭付き、部屋を抜ける
心地よい海風を感じてくだ
さい。お料理には地元の食
材を使用。随所に散りばめ
られたこだわりが、
「離島
の集落」での滞在を特別な
ものにします。

●送迎あり（予約時に要確認）
●料金は、ご予約の際にご確認ください。
●予約時間 9:00 ～ 20:00

内盛荘

☎0980-85-2255

竹富町字竹富490

2019年リニューアル

昭和40年から続く、老舗民
宿です。切り盛りするのは、
藤井さんご夫婦。旦那さん
が腕をふるう料理は、おい
しいと大評判です。夜ご飯
には無料で泡盛が付きます。
泡盛片手に、ゆんたくして
はいかがでしょうか。

●料金は、ご予約の際にご確認ください。
●港から徒歩15分
●送迎あり（要予約）

たけとみじま

民宿

マップP15

マップP15

宿主は3代目の息子さんご
夫 婦。 昭 和47年 か ら つ づ
く宿は、町並み保存建築に
指定。昔と変わらぬ姿で、
旅人をむかえます。夜は庭
のテーブルで、泡盛をふる
まいます。すぐそばに内盛
商店もあり、便利です。

●料金は、ご予約の際にご確認ください。
●港から徒歩10分 送迎あり（要予約）
●パスタとピザが人気のカフェを併設

民宿

泉屋

☎090-5943-5165

竹富町字竹富377

伝統民家で、癒しの時間

マップP15

庭先のブーゲンビリアは、
おじぃが植えたもの。南国
の植物に囲まれ、広いお部
屋でくつろげます。宿の前
は、水牛車の通り道。三線、
島唄が聴こえてきます。女
性の宿泊客には、紅型衣装
のサービスも。

民宿 のはら荘

☎0980-85-2252

竹富町字竹富280

西桟橋近くの、老舗宿

マップP15

西桟橋から徒歩5分。沈む夕
陽も満天の星空も、すぐそこ
です。夏は星空の下おじいと
ユンタク、三線が聞けるかも。
宿泊客も、自然と集まりお酒
を飲み交わす。10年ほど前、
母屋を改装。全室コインクー
ラー付きになりました。

●料金は、ご予約の際にご確認ください。
●港から徒歩10分 ●送迎あり（要予約）

民宿 マキ荘

☎ 0980-85-2236

竹富町字竹富476

家族気分を味わえる、小さなお宿

マップP15

島の音楽が溢れる宿。昼は喫
茶店、夜は居酒屋です。オー
ナーの萬木さんは、三線アー
テ ィ ス ト。 全 国 で 活 躍 し、
YouTubeで動画配信もしてい
ます。夜はお酒を飲みなが
ら、オーナーの三線に合わせ
て歌って踊りましょう。

●料金は、ご予約の際にご確認ください。
●港から徒歩15 ～ 20分 送迎あり（16時まで、要予約）

●料金は、ご予約の際にご確認ください。
●港から徒歩15分
●送迎あり（要予約）

民宿

ホテルピースアイランド竹富島☎0980-84-5955

大浜荘

☎ 0980-85-2226

竹富町字竹富501

バス付のお部屋があります

マップP15

旅の疲れをゆっくりお風呂
で、という方におすすめです。
宿主の趣味はカメラ。穴場ス
ポットを教えてくれます。 夕
食後、庭でゆんたくもできま
す。二階建ての部屋から、運
が良ければ流れ星が見えるか
も。お隣は売店で便利です。

●料金は、ご予約の際にご確認ください。
●港から徒歩10分
●送迎あり（要予約）		

竹富町字竹富112-1

癒しのプライベートスポット

民宿

新田荘

☎0980-85-2201

竹富町字竹富 347

泊まればわかる島の良さ

マップP15

この宿には、音楽が溢れてい
ます。オーナーの長史さんの
三線に合わせて、初子おばぁ
が「三板」を鳴らす。夜のゆ
んたくに、心地いい音色が響
きます。お客さんに合わせて、
メニューを工夫してくれる気
配りが嬉しい。

竹富島 宿泊

竹富町字竹富316

竹富島
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小浜荘

●料金は、ご予約の際にご確認ください。
●港から徒歩15分
●送迎あり（要予約）		

民宿

松竹荘

☎0980-85-2257

竹富町字竹富484

花と緑の味な民宿

マップP15

入り口のブーゲンビリアが、
鮮やかです。松竹荘のウェル
カムドリンクは、コーヒー黒
糖添え。島の素材を使った、
こだわりの家庭料理が人気で
す。お庭のテラスは、おしゃ
べり好きなおばぁの特等席。
リピーターが多いです。

●港から徒歩20分 送迎あり（要予約）
●料金は、ご予約の際にご確認ください。

ぱーらー・島宿願寿屋

竹富町字竹富2279-1

露天風呂で、星空を満喫

☎0980-85-2211
マップP15

2016年オープンの1日2組様限定
の宿。敷地内2棟だけの伝統的な
赤瓦屋根家屋の一棟貸しコテージ
です。それぞれのお庭には満天の
星空を眺めながら入れる露天風呂
付き。宿泊者には、観光に便利な
自転車レンタルやビーチタオルの
貸出も。ぱーらー併設。

●料金は、ご予約の際にご確認ください。
●港から徒歩15分
●無料送迎あり（要予約）		

マップP14

全室コテージ。静かで、プラ
イベートな時間を過ごせます。
内壁には、沖縄の伝統素材、
琉球漆喰を使用。ファミリー
タイプのお部屋には、洗濯乾
燥機も完備。長期滞在、海の
後のお洗濯も安心です。広い
中庭は、星空観測に最適。

●料金は、ご予約の際にご確認ください。
●港から徒歩20分（送迎有）

竹富島集落内
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丸八レンタサイクル

竹富島 交通 ・ レ ジ ャ ー

竹富島

風をきって島を駆け抜ける

子供用の椅子付き、二人乗
り、電動アシスト付きがあ
ります。集落のちょうど真
ん中、各観光スポットへの
アクセスも抜群です。港か
らお店までは無料送迎あり。

交通
レジャー

竹富町字竹富361

たけとみじま

竹富島

地元の人も通ってます

飲食
お土産

●8:30 ～ 17:15
●種子取祭2日間休み
●宿泊の方は24時間貸出あり		

（株）友利観光

☎0980-85-2335

竹富町字竹富2186-8

マップP15

レンタサイクル・タクシー・貸切バスの事なら

●8:00 ～ 17:30
●種子取祭2日間休み
●港から送迎バスで約5分

子ども用自転車から電動自
転車まで、幅広く揃えてあ
ります。観光タクシーや貸
切バスもご用意。近くには
友利観光が経営 す る パ ー
ラーターミーがあり、アイ
スメニューをご用意してい
ます。

		

南西観光（株）
竹富町字竹富372

☎ 0980-82-6258

☎090-3797-7881

船の底には瑠璃色の世界

マップP14

港のすぐ横、浮き輪が目印。
経験豊富なベテラン船長が
ご案内。季節、天候に合わ
せて、その日ベストな海へ
お連れします。運が良けれ
ば、ウミガメやマンタにも
出会えます。

（有）竹富島交通

☎ 0980-85-2154

竹富町字竹富681-1

ドライバーの観光案内で島
を巡りませんか？主要な場
所を一度に観光できます。
伝 統 的 な 集 落 や、 遠 浅 の
ビーチへは港に待機中の巡
回バスで。観光バスなど詳
しい料金は HPでご確認く
ださい。

竹富町字竹富97

マップP15

島出身おじぃの三線弾き語り
や、島唄を聴きながら牛車に
揺 ら れ て30分。 赤 瓦 の 街 並
み、白砂の道をのんびりゆっ
たりと進みます。島の観光に
便利なレンタサイクルもご用
意。帰りは船の時間に合わせ
て港まで送ります。

竹富島の歴史民俗資料館。
日本最南端の寺、喜宝院に
併設。美術工芸、民具など
約4000点が展示されていま
す。文字がなかった時代の
記号、ワラサン（結縄）やミ
ンサー織りの模様の由来な
ども、丁寧に解説します。

●9:00 ～ 17:00
●大人300円 小中学生150円
●種子取祭2日間休み ●港から徒歩15分		

竹富町字竹富815

WORKS

地元ガイドがご案内

☎0980-85-2110
マップP15

のんびり歩きながら、竹富
島をご案内。沖縄の原風景
を 解 説 し ま す。 所 要 時 間
約1時間30分。英語も対応。
併設のパーラーひまわりで
は、軽食・ドリンク・氷菓
子で旅の疲れを癒します。

●8:30 ～ 17:00 ●不定休
●港から徒歩20分
●料金お一人様2,000円（小学生から・要予約・英語対応）

竹富町字竹富163-1

マップP15

全テラス席。島の風が、吹
き抜けます。おススメは、
竹富島産の車海老を使った
車海老フライです。

竹富島ガーデンあさひ

HIMAWARI

日本最南端の寺と民俗資料館

オープンカフェ

新田観光

☎ 0980-85-2103

☎ 0980-85-2925

竹富町字竹富384

●11:00 ～ 24:00
●雨の日、荒天時休み
●港から徒歩15分

喜宝院蒐集館

マップP15

グルリガーデンたるりや

● 8:00 ～ 17:00
●種子取祭2日間休み（但し港～世持御嶽の送迎のみ有）

●大人1,500円 小人750円
●水牛車観光9:00 ～ 16:00
●種子取祭2日間休み ●港に送迎バス待機

FAX 0980-85-2424

マップP15

定期巡回バス・観光バス

竹富島名物の水牛車

マップP15

オリジナルメニューは、もず
くそば。第2回八重山そば選
手権、オリジナル汁そば部門
グランプリを受賞。その他
40種を超えるメニューが特
徴です。飲み物やスイーツも
充実。観光の合間にゆっくり
おくつろぎください。

●10:00 ～ 14:30（日にちにより～ 17:00）/
18:00 ～ 21:00（L.O20:00） ●不定休
●港から徒歩10 ～ 15分

●8:15 ～ 16:15
●年中無休 ※ 種子取祭と荒天候時は欠航の場合あり
●竹富港発着

竹富町字竹富108（電話はありません）

18

マップP15

☎0980-85-2388
マップP14

西桟橋近く、島で人気の食
事処です。伝統建築を改築
し店内はバリアフリー。
一番人気は軟骨ソーキそば。
車海老のフライ、アグーカ
レーなど地元の食材を使っ
た料理も人気。

●11:00 ～ 15:00 / 18:00 ～ 21:00
●不定休
●港から徒歩15分
		

竹富カイジ浜

☎0980-85-2251

竹富町字竹富101-1

創業1975年、
おそば一筋

マップP15

伝統的な赤瓦屋根のお店、
どこか懐かしい雰囲気の店
内。自家製の香辛料をかけ
てお召し上がりください。
す ぐ そ ば に は、1日6組 限
定の宿 :やど家たけのこが
あります。

●10:30 ～ 16:00 / 19:00 ～ 21:00（L.O 20:30）
※ 夜は不定期営業、要問合せ
●種子取祭2日間休み ●港から徒歩20分

広い敷地に大きな赤瓦の屋根

カイジ

そば処竹の子

竹富島 飲食 ・ お 土 産

竹富町字竹富523

たけとみじま

カフェテードゥンしだめー館☎ 0980-85-2239

☎ 0980-85-2260

ユタカパーラー

☎0980-85-2153

竹富町字竹富305

コンドイ浜内移動パーラー

マップP14

冷たい飲み物にかき氷。3
月下旬頃～ 10月頃のみ営
業。移動式の白いバスが目
印です。シート・浮き輪・
ゴーグル・パラソル・ビー
チベッド等のレンタルがあ
ります。

●9:30 ～ 16:00
●港から徒歩25分
●足ヒレ付きシュノーケルセット : ￥1,500		

☎090-3015-6673

星砂の浜にある、
お土産屋さん

マップP14

皆治浜（カイジ浜）は別名、
星砂の浜。カイジは、浜の
入口にあります。星の砂を
閉じ込めたキーホルダー、
小さな瓶などのお土産が並
びます。暑い時は、浜の木
陰で涼んでください。

●8:00 ～ 17:00
●年中無休
●港から徒歩30分、自転車で15分

コンドイ浜
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島時間のなかで自然に親しめる宿

西表島の光を風を感じるホテル

西表島東部 宿 泊

マップP25

のんびり時間をかけて西表
島の自然を楽しみたいとい
う 方 に お 勧 め で す。 オ ー
ナーがガイドするネイ
チャーツアーやってます。
家庭料理『島時間』併設。

●大原港から徒歩1分			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			
●各種レンタルあり（レンタサイクルやスノーケル等）

エコヴィレッジ西表

いりおもてじま

竹富町字高那280-36（高那）

大自然を満喫できるリゾートホテル

マップP21

宿泊

●大原港から車で30分 上原港から車で25分			
送迎は大原港からのみ有り（要予約）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			

西表島ジャングルホテルパイヌマヤ ☎ 0980-85-5700

農家民宿マナ

西表の自然の素晴らしさ大切さを体感

赤瓦の家まるごと貸出しの宿

竹富町字高那243（高那）宿泊予約統括センター☎0980-88-1721 マップP21

ホテルは亜熱帯ジャングル
のなかにあり、鳥たちのさ
えずりや川の音、自然を感
じながらリフレ ッ シ ュ で
き ま す。 海・ 川・ 山 の レ
ジャーツアーは専門ガイド
がご案内します。

竹富町字古見202（古見）

1日1組限定（1 ～ 6名）木々
に囲まれた独立棟で農家に
ホームステイするような島
暮らしが体験できます。化
学調味料を使わない島料理
でもてなしてくれます。

竹盛旅館

民宿やまねこ

リピーター多し！島で最も古い旅館

マップP24

全室バルコニー付きで、部
屋からは仲間川が臨めます。
ご家族でアットホームな心
和む宿です。自慢の手作り
島料理は、食べやすくアレ
ンジされていて大人気です。

●大原港から車で5分 送迎有（要予約）
			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			
●エアポートレンタカー西表営業所 併設

☎090-9787-4731

自然に生かされる小さな素泊まり宿

マップP21

最大宿泊人数4名までの森
と海に囲まれた素泊まり宿
です。海まで徒歩5分森ま
で 徒 歩15分。 シ ェ ア ハ ウ
ス・長期滞在などもお気軽
にご相談ください。

●大原港から車で5分 送迎有（要予約）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			

マップP21

●大原港から車で15分 送迎有（要予約）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			

竹富町字南風見仲36-5（大富）

●大原港から車で5分 送迎あり（要予約）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			

仲間川遊覧船

亜熱帯植物楽園 由布島

☎0980-85-5656

●大原港から車で30分 ●送迎あり（要予約・定刻）
		
●全室禁煙			
●エレベーター無。１階ご希望は予約時にお申し付けください。

☎0980-85-5357

竹富町字南風見508-22（豊原）

☎ 0980-85-5242

竹富町字南風見201-216（大原）☎090-9578-1827マップP25

長く親しまれる素泊まりの宿

名物オーナーのトクジイが
迎えてくれる皆に親しまれ
ている宿です。キッチンは
自由に使えます。新城島へ
の渡し船・シュノーケルツ
アーもやっています。

●大原港から徒歩3分 送迎なし			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。

広大な敷地にコテージ式の
ゲストルームが点在。宿泊
者限定の国内最南端温泉施
設に入れる。水平線に沈む
夕日や星空が展望できるリ
ゾート空間。

交通・レジャー

プライベートビーチとプー
ルが併設されたリゾートホ
テル。カヤック・シュノー
ケル・ダイビングのツアー
を申込みできます。
海・川・山に癒され寛げる
ホテルです。

島宿「AmaYurA天響」

マップP21

由布島

西表島東部（大原港）

☎ 0980-85-5115

竹富町字南風見508-205（豊原）

ゆ

ぶ じま

由布島

西表島東部 宿 泊 ／ 交 通 ・ レ ジ ャ ー

ラ・ティーダ西表リゾート ☎ 0980-85-5555

竹富町字南風見201-146（大原）

西表島
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西表島ゲストハウス島時間☎0980-85-5678

いりおもてじま

（西表島／大原港）

竹富町字古見689（由布島）

☎0980-85-5470

ゆっくりと水牛車で渡る楽園の島

マップP21

島全体が亜熱帯の木々や
花々が生い茂る亜熱帯植物
園。動物園や果樹園も併設
され、ここでしか体験でき
ないゆったりとした時間を
過ごせます。

交通
レジャー

●大原港からバスで約23分 ●9:00 ～ 17:00
●往復水牛車 + 入園料 大人1760円 子供880円
●年中無休

文教スタヂオ由布島
竹富町字古見689（由布島内）

☎0980-85-5564
マップP21

思い出作りのお手伝いはお任せください

由布島亜熱帯植物楽園内で
水牛や美しい花々とプロカ
メラマンによる記念撮影が
できます。あなただけの思
い出の一枚が残せます。

●大原港からバスで約23分 ●9:00 ～ 16:00		
●年中無休（亜熱帯植物楽園が閉園のときは休み）

由布島へ渡る水牛車
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マリンレジャー金盛

いりおもてじま

マップ P24

カヌーや釣り、
マリンレジャーならお任せ

・カヌーツアー
・ボーチ遊覧
・離島めぐり
・海からの西表島一周観光
・サガリバナツアー
・ビアテラス併設

交通
レジャー

●大原港から車で5分
●8:30 ～ 17:30			
●年中無休			

KEN GUIDE

☎0980-85-5785

竹富町字古見176		

マップ P21

SUP・トレッキング・ケイビング 盛りだくさん

・SUP + トレッキング滝巡り
＆各種アクティビティ
・カヌー + トレッキング滝巡り
＆各種アクティビティ
・パナリ島シュノーケル
＆各種アクティビティ
・半日コースもあり
・ヨットクルーズツアー

・西表島半日ツアー

南風見田の浜

マングローブカヌーを中心に多彩なツアー

受付/8:00～17:30

竹富町字南風見仲7-70（大富）

マップ P24

路線バス・観光バス

・1日トレッキング（ピナイサー
ラの滝 or ユツンの滝 or ナー
ラの滝 or マヤグスクの滝）
・マングローブカヌー + セレクト1日
コース（鍾乳洞探検 or シュノーケリング
or キャニオニング or 由布島観光）
・トレッキング半日コース
・貸切コース・サガリバナコース

歩き屋野遊び店のぶず

1日1組限定！本格的なシーカヤックツアー！

リクエストツアーも開催してます！

＜1日1組限定 貸し切りツアー＞
・カヌー＆トレッキング
・マングローブカヌー
・シーカヤック
＜貸切ではないツアー＞
・トレッキングツアー
・シュノーケリングカヤックツアー
・半日ツアー

・マングローブの川ツアー
・シーカヤックツアー
・海と川ツアー
・マングローブカヌー＆由布島水牛車
・貸切プライベートツアー
・リクエストツアー
・サガリバナツアー

西表島交通

西表島アドベンチャークラブSea compass☎ 080-6480-1799
マップ P24

カヤック・トレッキングで西表を満喫

西表島カヌークラブ空風 ☎0980-85-5233

●大原港から車で5分 ●送迎あり（要予約）			
●7:00 ～ 22:00 ●年中無休			
●専用シューズ・タオル・防水バック無料貸出し

☎080-1734-2269

竹富町字南風見50-124（豊原）☎090-9782-7797 マップ P21

●大原港から車で5分 送迎あり			
●年中無休
●7:00 ～ 21:00			

●大原港から車で15分
●送迎あり（要予約）
		
●8:00 ～ 23:00 ●不定休			

竹富町字南風見仲36-31

竹富町字南風見201-14（大原）

ショップ西表島

☎0980-85-5511

やまねこタクシー

☎0980-85-5303

マップ P25

受付/8:30～17:00

西表観光案内所（東部交通）
ショップじゅごん
☎0980-84-7320
営業時間/8:00～17:30

いりおもて観光

竹富町字南風見189-2（大原）

☎ 0980-85-5333
マップ P25

貸切バス・タクシーで心躍る旅のお手伝い

定番の観光スポットから地
元しか知らない穴場までリ
クエストに応じて、ベテラ
ンドライバーが案内します。
ご家族連れや小グループは
ジャンボタクシーがお勧め。

・サワートレッキング＆
キャニオニング
・ゲータの滝＆鍾乳洞探検
・ユツンの滝
・ピナイサーラの滝、
各々 1日コース
半日コースあり。

・サガリバナツアー、ホタルツアー

☎0980-84-7320

運航期間/4月下旬から9月末まで 受付/8:30〜16:30
料金：大人3,000円 小学生1,500円

仲間川マングローブクルーズ☎0980-85-5304

運行期間/通年 料金/大人1,850円 小学生930円
運行時間/潮の干満によって異なるのでホームページをご確認ください。

やまねこレンタカー大原営業所 ☎0980-85-5111
やまねこレンタカー上原営業所 ☎0980-85-6111

港までの送迎ですぐにドライブできる！

やまねこレンタカーは大原
と上原の2カ所に営業所が
あります。営業時間内なら
相互間での乗り捨てもご相
談に乗ります！

●大原港から車で5分 ●年中無休			
●何でもお気軽にお問合せください。			
●電話は16時以降がつながりやすいです。			

●大原港から車で3分			
●8:00 ～ 17:00 ●年中無休（台風除く）			
●前日までに予約をお願します。

●8:00 ～ 18:00			
当社は、イリオモテヤマネコ保護のために			
「交通安全宣言」のご協力をお願いしています。

西表島とんとんみー

motti西表島トレッキングエコツアー

オリックスレンタカー西表島大原店 ☎ 0980-85-5888

西表島レンタカーＫｅｉ

半日（３ｈ～）
・子供でも楽しめるトレッキング

日本最南端の秘境を満喫ドライブ

軽自動車専門のレンタカー屋さん！

●大原港から車で5分 ●島内全域で送迎あり		
●6:00 ～ 22:00 ●ツアー中の写真無料プレゼント
●電話は朝か夕方以降がつながりやすいです。

●大原港から徒歩3分
●8:00 ～ 18:00			
●年中無休			

☎090-6195-4240

生き物＆自然観察の専門店です

マップ P25

・マングローブ散策
・干潟の生き物観察
・ジャングル探検・ビーチコーミング
・ネイチャークラフト
・渓流あそび・沖縄伝統料理作り
・カヌー・ホタル鑑賞
・もずく拾い1日コースと半日コース、
貸切あり

●大原港から徒歩3分 ●9:00 ～ 18:00			
●送迎あり（要予約・東部地区）
			
●不定休 ●手話対応しています 。

☎0980-85-5718

竹富町字南風見191-136-203（大原）☎090-7495-8031 マップ P25

・トレッキング（ピナイサーラの滝
やユツン三段の滝など全5種類）
・せいしか池 or モダマ池
トレッキング
・大見謝川キャニオニング
・由布島観光コース
・星空ナイトツアー
・半日コースあり

マップ P25

営業時間/9:00～13:30（夏季）9:00～17:00（冬季）

水中観光船

☎ 0980-85-5628

☎0980-85-5305

●大原港まで送迎あり 			
●貸し切りツアーは最低2名様から開催			

竹富町字南風見201（大原）
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竹富町字南風見仲29-28（大富）

カヤック＆トレッキング＆リクエスト西表島海月☎ 0980-85-5493
西表島東部 交 通 ・ レ ジ ャ ー

西表島東部 交 通 ・ レ ジ ャ ー

西表島東部（大原港）

☎0980-85-5378

竹富町字南風見201-204（大原）

マップ P25

西表島の玄関口（大原港）
から歩いてすぐ近く。お客
様の希望にあった車種時間
設定があり、出来るだけお
客様のニーズにあったサー
ビスを心掛けています。

竹富町字南風見201-214（大原）

☎ 0980-85-5318
マップ P25

おさいふに優しい料金設定
で、観光の方だけでなく仕
事での利用にもオススメ。
大原港から近く、島の移動
拠点にはピッタリです。

●大原港から徒歩3分
●8:00 ～ 18:00			
●年中無休 ●チャイルドシートは無料貸出し。
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西表レンタカー

☎0980-85-5440

マップ P21

整備バッチリ！安全・便利なドライブを！

大原港及び周辺宿泊施設の
お客様には無料送迎と配車
を行っています。長期間利
用割引や乗り捨ての相談に
応じます。全車禁煙で快適
ドライブを。

いりおもてじま

西表島西部（上原港）

マップ P24

上原港すぐ目の前の便利な宿

近くには、スーパーやレン
タカー屋があり観光拠点に
最適。裏庭には、清潔なダ
イビング器材の洗い場が完
備されています。

星砂海岸を一望できるペンション

マップ P22

ダイビングショップ・お土
産・キャンプ場を併設する
ペンション。最高のロケー
ションでゆっくりと西表を
満喫できます。

カンピラ荘

☎0980-85-6508

竹富町字上原545（上原）☎0980-85-6159

出会いのあるアットホームな宿

マップ P24

食堂隣にあるロビーでは、
宿泊者同士のコミュニケー
ションの場となっています。
港から近く、買い物にも便
利な立地。

イルマーレウナリザキ
竹富町字上原10-172（住吉）

マップ P22

ダイバーのためのリゾート

ダイビングチームうなりざ
きの併設ホテルです。全室
オーシャンビューで、ホテ
ルからも海を楽しむ、快適
なダイビングステイを。

●上原港から車で10分			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			
●仲間同士でワイワイ寛げます。			

ティンヌカーラ・くくるくみ ☎ 0980-85-6017

マリンロッジアトク

ジャグジーで波の音に包まれて

森に続く広い庭でのんびりと

竹富町字上原10-647（住吉）

☎0980-85-6146

マップ P22

それぞれ異なるコンセプト
で設計された3つの客室は、
ジャグジーがこだわりです。
ダイニングバー「くくるく
み」併設しています。

☎ 0980-85-6356

竹富町字上原7（浦内）

マップ P22

少し人里離れた西表の隠れ
家のような、虫や鳥の声が
耳に心地いい、静かな島宿。
夕食後は、カウンターでお
酒がいただけます。

●上原港すぐ 送迎なし			
●ダイビング器材などがあるときは応相談。			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			

●上原港から徒歩2分			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			
●無料クーラーついています。			

●上原港から車で5分			
●送迎あり（要予約）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			

●上原港から車で15分 送迎あり（要予約）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			
●海で遊んだ器材を洗う場所あります。			

あけぼの館

villa西表

星野リゾート 西表島ホテル ☎ 0570-073-022

プチペンション山猫お針箱 ☎ 0980-85-6686

最大級のリゾートで夢の時間を

プロバンス風プチペンション

竹富町字上原397-4（中野）

☎0980-85-6151
マップ P22

家庭的な雰囲気の老舗民宿

皆でわいわい楽しく。宿の
裏は中野海岸。
シュノーケリングや海水浴
をお楽しみください。
全館内禁煙。

竹富町字上原661（上原）

アクセス抜群の宿

☎ 0980-85-6653
マップ P24

アクセス抜群でスーパーも
近くにあります。2階の客
室からは海が見渡せ、海の
香りが風にのって心地良い
時間を演出してくれます。

竹富町字上原2-2（浦内）

マップ P22

アクティビティを豊富に用
意しており、生命力溢れる
西表を思う存分に満喫でき
ます。島内最大のリゾート
ホテルです。

竹富町字上原870-117（浦内）

マップ P22

2部屋のみのゲストハウス
は、どこかノスタルジック
な風情があり、芸術・創作
活動など静かな時間を大切
にされる方にお勧めです。

●上原港から車で5分 送迎あり（要予約）
			
●全室コインクーラー付き			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			

●上原港から徒歩5分			
●送迎あり（要予約）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			

●上原港から車で10分			
●送迎あり（予約不要）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			

●上原港から車で10分			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			
●軽自動車レンタカーやってます。			

パイン館

さわやか荘

海の家 南ぬ風

西表アイランドホテル

竹富町字上原10-171（住吉）

☎0980-85-6408

甘いパイン＆マンゴーが自慢の宿

マップ P22

自家農園でとれたフルーツ
や野菜を料理でお出しして
くれます。トレッキングや
ナイトツアーも行ってます。
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☎0980-85-6448

●上原港から車で10分 送迎あり（要予約）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			
●早朝＆夕暮れヨガレッスンやってます。			

☎0980-85-6516

竹富町字上原559（上原）

竹富町字上原289（住吉）

宿泊

●大原港から車で10分 ●8:00 ～ 18:00			
●年中無休 ●チャイルドシート・ジュニアシート		
観光 MAP・FM トランスミッターは無料貸出してます。

うえはら館

ペンション星の砂

●上原港から車で10分 送迎あり（要予約）
			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			
●島の民宿には珍しいバスタブ付あり。			

竹富町字上原10-448（住吉）

島人が営む温かい宿

☎ 0980-85-6752
マップ P22

高台にあるので眺めがいい
のが自慢です。料金別にい
ろんな部屋タイプを用意。
またカヌーツアーやレンタ
カーもやってます。

●上原港から車で10分 送迎あり（要予約）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			

竹富町字西表946（干立）

☎0980-85-6411

海人が営む食と遊びが楽しめる宿

マップ P23

海人のご主人と息子さんが
とってきた海の幸で作る島
料理が自慢です。大浴場が
あります。
海 釣 り・ サ バ ニ 体 験・ ク
ルージングも。

●上原港から車で20分			
●送迎あり（要予約）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			

西表島西部 宿 泊

西表島西部 宿 泊

竹富町字南風見仲36-11

☎ 0980-85-5950

竹富町字西表634（祖納）

☎ 0980-85-6001

田舎会席料理が自慢のミニホテル

マップ P23

お部屋は洋室・和室和洋室
の3タイプをご用意。
お 一 人 様 か ら ご 家 族・ グ
ループ連れでご利用くださ
い。全室にバスタブ付き。

●上原港から車で20分			
●送迎あり（要予約）			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			
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ホテル星立 西表島

プライベートビーチまで徒歩５秒！

マップ P23

空に満天の星、目の前に広
がるコバルトブルーの海の
もと『何もない贅沢』を楽
しむ…。ここ西表島でしか
体験することが で き な い
ゆったりとした時の流れを
感じてください。

いりおもてじま

西表島西部（上原港）

☎ 0980-85-6590

竹富町字上原548-3（上原）

山と海であなたの「したい！」叶えます

マップ P24

・ファンダイビング（ナイト・早朝）
・体験ダイビング
・ダイビングライセンス講習
・シュノーケリング
・カヌーやトレッキング
・鍾乳洞探検やキャニオニング
海と山を組み合わせたコース
もあり

交通
レジャー

●上原港から車で20分
●レストラン「がちまや～」を併設
●英語対応可 /English available

●上原港から徒歩3分			
●8:00 ～ 20:00			
●船貸切ツアーもやっています。			

イ・テリオスダイビングサービス西表島☎ 0980-85-6245
竹富町字上原339（中野）

『安全第一』
『笑顔』でダイビング

マップ P22

・ファンダイビング
・体験ダイビング
・ダイビングライセンス講習
・スノーケリング

ダイビングチームうなりざき☎ 0980-85-6146

ミスターサカナ

島随一のダイビング老舗ショップ

じっくり海中観察のダイビングスタイル

竹富町字上原10-172（住吉）

マップ P22

・ファンダイビング
・体験ダイビング
・ダイビングライセンス講習
・シュノーケリング

☎ 0980-85-6472

竹富町字上原657（上原）

マップ P24

・ファンダイビング
・ナイトダイビング
・体験ダイビング

ウォーターマン

☎ 0980-85-6005

竹富町字上原539-1（上原）

もっと海が好きになる

マップ P24

・SUP クルーズ
（早朝や夕方もあり）
・ファンダイビング
・体験ダイビング
・ダイビング講習

・スノーケリング SUPと体
験ダイビングまたはスノー
ケリング組み合わせも可能

●上原港から徒歩2分
●早朝 SUPと体験ダイビングやスノー
ケリングを組み合わせたコースもあり。

ふね家

☎ 090-4470-5966

竹富町字西表2437（船浮）

マップ P20

『船浮・網取・崎山』専門のグラスボート観光

・グラスボート秘境巡り
ツアー
・グラスボート貸切
チャーター
・奥西表シュノーケリング
ツアー

●上原港から車で5分 送迎あり（要予約）
			
●少人数制ならではの小回りのきいたダイビング

●上原港から車で10分 送迎あり（要予約）			
●9:00 ～ 20:00			
●ホテル併設で快適ダイバーステイ			

●上原港から徒歩5分 送迎あり（要予約）			
●島内唯一のエンリッチドナイトロックス			
●公認充填所			

●白浜港から船で10分、船浮港下船すぐ			
●元気のいい小さなお子さん、シニア世代			
●ペットも歓迎です！			

クロスリバー

スマイルフィッシュダイビングサービス☎ 0980-85-6413

ダイブラティーク

屋良商店

竹富町字上原584-1（上原）

☎0980-85-6564
マップ P24

大型クルーザーで快適シュノーケリング

・バラス島シュノーケル
・体験ダイビング
・カヤックツアー
・カヤック＆シュノーケル
（1日、半日コースあり）

竹富町字上原10-662（住吉）

初心者・ブランクダイバー大歓迎

マップ P22

・体験ダイビング
・ライセンス講習
・ファンダイビング
・シュノーケリング

☎ 0980-85-6218

竹富町字西表1499（白浜）

マップ P23

一人一人に価値ある時間を

・ファンダイビング
・ナイトダイビング
・体験ダイビング
・ダイビングスクール

●上原港から徒歩5分 送迎あり（要予約）
			
●男女別トイレ・温水シャワー完備			
●夜はクラブハウスでお酒や食事も可			

●上原港から車で5分 送迎あり（要予約）			
●8:00 ～ 21:00			
●英語対応できます。			

●上原港から車で30分 送迎なし			
●フォトダイバーに応えるプランをご用意			

メラマウリゾート

しげた丸

船浮海運

竹富町字上原10-681（住吉）

☎ 0980-85-7073

【1日1組限定】完全プラベートツアー

マップ P22

・ボートチャーター
（体験ダイビング、釣り、
シュノーケル）
・カヌー＆トレッキング
（半日コースもあり）
・レンタルキャンピングカー
・カヌー＆シュノーケル＆
星砂海岸散策
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ブルーシーズン西表

☎ 0980-85-7528

●上原港から車で10分 送迎あり（要予約）
			
●船上では、オリジナルコース料理でおもてなし。		

竹富町字上原870-125（浦内）

☎ 0980-85-6300

シュノーケリング＆秘境を堪能

マップ P22

シュノーケリングをメイン
にマングローブ生い茂るク
イラ川遊覧、船浮集落散策
したり西表島の秘境をガイ
ド。

●上原港から車で10分 送迎あり（要予約）			
●大型ボートには、シャワー・トイレ付			
●団体受付やっています。			

西表島西部 レ ジ ャ ー

西表島西部 交 通 ・ レ ジ ャ ー

竹富町字西表949（干立）

竹富町字西表1499-73

☎ 0980-85-6126
☎080-5093-3557

マップ P23

地元出身ガイドが貴方だけのツアーへ

・船を1日（or 半日）
チャーター 釣り、滝トレッ
キング、シュノーケル、
ご希望に応じてプランを
組み立てます。
・遊覧、渡し船（マリンタ
クシー）サガリバナツアー、
船浮湾遊覧など

●白浜港から徒歩2分			
●ツアーには手ぶらで参加 OK			
●おばぁの美味しいお弁当つき！

☎0980-85-6161（土日）

竹富町字西表2458（白浜）☎0980-85-6552（平日）

白浜港⇔船浮港を運航

マップ P20、P23

海・山・川・珊瑚・砂浜マ
ングローブ・星空全てが手
つかずの船浮へ渡る定期船。
民宿ふなうき荘のご家族が
切り盛りしてます。

●上原港から白浜港まで車で30分			
●白浜港⇔船浮港 所要時間約10分			
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西表島モンスーン

☎0980-85-6019
マップ P25

遊んで泊まれる絶景宿

竹富町字上原984-75（船浦）

お一人様からツアー催行します！

（1日、半日、サンセットあり）

・ピナイサーラの滝トレッキング
・ジャングルカヌー＆洞窟探検

・カヌー＆由布島観光・乗馬体験

・滝トレッキング・サガリバナツアー
・ナイトバラス天の川ツアー

●上原港から車で5分 送迎あり（要予約）
			
●料金は、ご予約の際にご確認ください。			
●宿泊もできます！			

マップ P25

・カヌー＆ピナイサーラの滝
・キャニオニング
・ケイビング
・滝トレッキング
・由布島観光
（1日・半日コースあり）
・貸切コース

・バラス島シュノーケル

・夜釣り

☎0980-85-7036

西表ポロロッカ

笑顔になれるアウトドアツアーショップ

・滝トレッキング
・ガイドにおまかせコース
・貸切ファミリー
アドベンチャー
・早朝リーフカヤック
・カヌー＆由布島観光
・サガリバナやホタル観賞

西表島バナナハウス

エル・ビー・カヤックステーション ☎ 0980-85-6660

ベテランガイドがご案内します

西表を知り尽くした名物ガイドがご案内

自然体験ツアー！

●上原港から徒歩2分			
●カフェのオリジナルスイーツも人気			
●ゲストハウス併設			

●上原港から車で8分 送迎あり（要予約）			
●ビーチクリーンアップを継続的に行い			
漂着するゴミ問題に取り組んでいます。			

●上原港から車で8分 送迎あり（要予約）			
●8:00 ～ 20:00			

浦内川観光

西表ジャングルブック

まんさくツアーサービス

竹富町字上原870-105（浦内）

滝カヌーと組合せ可）

・体験ダイビング、ファンダイビ
ングコースによって１日、半日
選べます。

・ジャングルフォト
・1日冒険コース・貸切コース
・じゃぶじゃぶジャングル
・半日探検コース
・早朝カヤック
・バラス島シュノーケル＆
ジャングル・サガリバナカヤック
・ホタル観察

沖縄県最大の川を満喫

マップ P20

・ジャングルクルーズ＆
トレキッキング
（ガイド有りなし選択可）
・浦内川遊覧
・宇多良炭坑史跡
・カヌー＆マングローブ探検
・早朝クルーズ・スターナイト
ツアー・半日カヌー体験

マップ P22

竹富町字西表998（祖納）

☎080-6516-2008

少人数・貸切のみでツアー催行

マップ P23

・秘境カヤック＆
トレッキング
・季節限定ツアー
・オリジナルツアー
・カヤック
・トレッキング
・ナイトツアー
・シュノーケル

●上原港から徒歩3分 送迎あり（要予約）
			
●8:00 ～ 21:00			
●年中無休			

●上原港から車で15分			
●季節限定コース（サガリバナ・キャニオニング）		
●ルアーフィッシングもやっています。			

●上原港から車で10分 送迎あり（要予約）			
●8:00 ～ 21:00			
●日帰り OK 			

西表島カヌークラブぱいしぃず☎0980-84-8223

西表島コロンブス

くまのみ自然学校

本格シーカヤックからお手軽ツアーまで

日帰りOK！前日予約もできます

自然観察と歴史文化のエコツアー＆教育旅行

●上原港から車で10分 送迎あり（要予約）			
●9:00 ～ 21:00			
●記念写真プレゼント			

●上原港から車で15分 西部地区送迎可			
●9:00 ～ 19:00 ●不定休			
●教育旅行（団体向け）やっています。			

竹富町字上原10-693（住吉）

マップ P22

・海と川でシーカヤック
・マングローブカヤック＆
ジャングル探検
（半日コースもあり）

・季節限定ツアー（シュノーケル
・沢遊び・サガリバナ）
・キャンプツアー
・カヤックレッスン
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竹富町字上原870-3（浦内）

☎0980-85-6154

☎ 0980-85-6175

滝トレッキング、西表島横
断、古見岳、ナイトツアー、
バードウォッチング等ご希
望に合わせてガイド。
（干
潟の生物、宇多良炭鉱跡、
鍾乳洞探検など）TV・雑誌
のコーディネートも OK。

・スノーケリング（バラス島や船浮、

カヤック・トレッキング・写真ガイド

●上原港から車で10分 送迎あり（要予約）
			
●6名以上の団体も受付可能			
●セーフティレスキュープログラム受講できます。

＜海コース シーカヤック＞水落
の滝など全4コース＜川コース マ
ングローブカヤック＞浦内川など
全3コース＜森コースジャングル
トレッキング＞ユツン三段の滝、
ピナイサーラの滝他にも、半日
コースとサガリバナ、ホタル観賞、
早朝・サンセットカヤック

西表自然学校☎0120-927-412（沖縄県内）

・カヌーとジャングルトレッキング

マップ P24

人の少ない隠れたポイントをご案内

マップ P22

●上原港から車で10分 送迎あり（要予約）
			
●小さなお子様連れやご年配の方大歓迎！			
●ツアーは最大7名までの少人数制			

（カヌー・星空・蛍など）

竹富町字上原570-2（上原）

☎0980-85-7383

竹富町字上原10-625（住吉）☎090-2908-9132

●上原港から車で10分 送迎あり（要予約）			
●8:00 ～ 21:00			
●不定休			

・ナイトツアー

☎ 090-8836-8281

西表ガイドUMICO

●上原港から車で5分 			
●宿泊施設「villa HIRUGI」併設			

竹富町字上原546-3（上原）☎090-4350-5102（沖縄県外）マップ P24

summerちゃまー

☎0980-85-7577

竹富町字上原10-87-B101（住吉）☎090-2701-9467 マップ P22

☎ 0980-85-6093

竹富町字西表10-87-203（住吉）☎090-4291-0633マップ P22

・マングローブカヌー
・滝トレッキング
・キャニオニング
・鍾乳洞探検
・シーカヤック
・由布島観光
・ナイトツアー
（蛍、サガリバナ、星空など）

竹富町字西表993（干立）

竹富町字上原870-116（浦内）

竹富町字西表1499-24（白浜）

西表島西部 レ ジ ャ ー ／ 宿 泊

西表島西部 レ ジ ャ ー

竹富町字上原984-50（船浦）

漕屋KAGUYA

マップ P22

・ピナイサーラの滝つぼ＆
滝うえコース
・ユツンの滝コース
・外離島シュノーケルコース
・ナーラ川本流コース
・船浮湾＆水落の滝コース
・ナーラ川支流コース

☎ 0980-85-6222

カヌー・シーカヤックツアー専門店

マップ P23

・マングローブカヤック＆
滝シュノーケル＆キャニ
オニング
（1日コースと半日コース
あり）
・キャンプツアー

●上原港から車で15分 送迎あり（要予約）			
●白浜港の縁側カフェ「ハレノワ」併設			

☎ 0980-85-7850
マップ P23

・マングローブカヤック、
トレッキング
・森、ジャングルトレッキング
・バードウォッチング
・ナイトプログラム
・リーフトレッキング
・島ごはん作り・ヤエヤマヒメ
ボタル鑑賞他にも多数ご用意
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疲れたからだを解放しよう

いりおもてじま

秘境で遊ぶ

西表島西部 交 通 ・ レ ジ ャ ー ／ 飲 食 ・ お 土 産

西表島西部（上原港）

飲食
お土産
西表パイン園

竹富町字上原10-26（住吉）

☎ 0980-85-6446

最南端の産地から送料無料で全国へ

マップ P22

完熟したパインを送料無料
で全国へお届けします。イ
ンターネット販売していま
す。パイナップル畑見学も
行っています。

西表島ひらい農園

☎080-8563-6690

竹富町字上原681-2（上原）☎0980-85-7172

感動・笑顔・感謝をフルーツにこめて

マップ P24

甘いピーチパイン・程よい
酸味と上品な甘みのてぃら
ら マ ン ゴ ー・ コ ク の あ る
アップルマンゴーを栽培。
ネット通販可能。加工品も
扱っています。
西表島には、国内最大のマングローブが広がる仲間川と、沖縄県で最

●上原港から車で5分			
●注文は、ネット・電話・FAXで受付			

長の浦内川があり、どちらもその大自然を遊覧船で身近に手軽に楽しむ

●上原港から車で5分			
●14:00 ～ 20:00
●年中無休			

アララガマ農園

竹富町字上原10-158（住吉）

ことができます。
カヌーやカヤック、ＳＵＰでの海や川の散策、トレッキングやキャニ
オニングを組み合わせたアクティビティも人気で、初心者向けのコース
や少人数コースなど体力やレベルによって選ぶことができます。

☎ 0980-85-6943

ピーチパイン＆マンゴーのギフト販売

マップ P22

キング

ング

トレッ

オニ
キャニ

トレッキングとは、近年は専門的な技術で高い山に登
るのでなく山麓（さんろく）周遊旅行や小登山などの
意に解されている。

西表産のピーチパインとマ
ンゴーを買うならココ！
無農薬の国産バナナも人気
です。送料無料で全国にお
届けします。

サガリバナ

●上原港から車で10分			
●有機栽培・無農薬でつくっています。			

スーパー八重

竹富町字上原330-2（中野）

☎ 0980-85-6619
マップ P22

島人ご用達の品揃え豊富な島のスーパー

島のお土産から日用品まで
観光客も島人も大満足の品
揃えです。シュノーケルツ
アー「西表インシャー」と
素泊まり宿「民宿八重」併
設。
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●上原港から車で5分			
●7:00 ～ 20:30 年中無休（元旦除く）			
● FBでセール品や入荷情報発信中！			

スーパー川満

竹富町字上原547-1（上原）

カヌー

キャニオニングとは、渓谷（キャニオン canyon）を
流れる川をボートやカヌーを使わずに下るスポーツ。

☎0980-85-6157
マップ P24

食材に日用品、
オリジナル商品まで何でも揃う

お土産はもちろん、地元の
食材から日用品店内調理の
お惣菜やお弁当まで、コン
ビニのようなスーパーです。

●上原港から徒歩2分			
●7:00 ～ 21:00
●年中無休			

貴重な生き物を観察したり、雄大な自然
景観を楽しみながら散策します。島の約 9
割が熱帯雨林で覆われている西表島では、
ジャングルトレッキングを楽しむのに最高
の環境が整っています。

自然を感じながら、川や沢の流れとともに
渓谷を歩きます。天然のプールに思いっき
り飛び込んだり、小さな滝を滑り降りたり、
大自然との一体感とスリルが味わえるアド
ベンチャー体験は家族にもおすすめ。

ング

ケイビ

サガリバナは夜になると咲き始め、
朝には散ってゆく一晩限りのはかな
い花。西表島では 6 月下旬頃から
期間限定で早朝鑑賞ツアーが人気。
カヌーやカヤックは目線が水面に近い位置
になり、水の上の楽しさが味わえます。西
表島にはマングローブを有する大小多数の
川があり、
珍しい動植物の宝庫です。カヌー
を漕いで進めば、まるでジャングルを探険
しているよう。
◀人気の SUP
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鳩間島 宿泊

鳩間島
民宿いだふに

☎ 0980-85-6374

竹富町字鳩間26

はと ま じま

鳩間島

石垣の上の浮き玉が目印

マップ P38

宿のオーナーは三線唄者。
鳩間島音楽祭をはじめ全国
各地でライブ活動をしてい
ます。楽しい鳩間島の思い
出ができますように、真心
こめたサービスを心がけて
います。アトホームな気分
でくつろいでください。

宿泊

●港から徒歩1分
●料金は、ご予約の際にご確認ください。		

ペンションマイトウゼ
竹富町字鳩間46

バンガロー形式のペンション

☎ 0980-85-6166
マップ P38

お泊まりと食事が別の場所に
なっているのが特徴。お泊ま
りはバンガロー形式の「ペン
ションマイトウゼ」で。食事
は海辺の「シーサイドマイト
ウゼ」で海を眺めながら。食
堂の2階はテラスになってお
り、星空観測ができます。

●港から徒歩3分
●料金は、ご予約の際にご確認ください。
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鳩間小中学校前の護岸

鳩間島灯台
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新城島 レジ ャ ー

新城島
パナリ島観光

あらぐすくじま

新城島（通称：パナリ）

レジャー

竹富町字新城13

☎090-4984-8800

☎0980-85-4120

マップ P40

シュノーケリングやマリンサービスで遊ぶ
＜石垣島発＞

・新城島散策＆シュノーケリング1日コース
・新城島のんびり1日散策コース
（フリータイムあり）

・マリンパックツアー 1日コース（バナナ

ボート、ビスケット、ウェイクボード等）

＜西表島（大原港）発＞

・新城島散策＆シュノーケリング1日コース

●新城島で唯一！食堂・シャワールーム・更衣室・トイレ完備
●レンタサイクル、ジェットスキーレンタル可能（別途有料）

新城島観光
竹富町字新城294

☎090-5387-0670

上地島：クイヌパナ

マップ P40

シュノーケリング＆釣り＆サンゴ遊覧で新城島を満喫

●西表島大原港発着
●トイレ・シャワールーム完備

・パナリ島1日シュノーケリング
・パナリ島半日シュノーケリング
・パナリ島散策＆サンゴ遊覧
・ボートチャーター
・釣り
・BBQ
・シュノーケリング等内容は
お客様とご相談

クイヌパナ
島の西側にある海岸に突き出た岩の上にあって東・北・西の三
方に石積みをめぐらせ、その内側には屋敷跡・拝所・物見台が
あります。島全体と青く澄み切った海と対岸の西表島を見渡す
ことのできる景勝地。（竹富町指定史跡）
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上地島：北の浜
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42

43

ホテルオーシャンズ

は

てる

ま

洋室は11室、和室は3室。全室
バス・トイレ・クーラー・Ｔ
Ｖ・冷蔵庫付き。アメニティ
も充実しています。無線 LAN
あり。共同コインランドリー
あり。レンタカー・レンタバ
イク・レンタサイクルあり。
宿泊者には割引もあります。

は

てる

ま

じま

波照間島

交通
レジャー

●港から車で5分
●送迎あり
●料金は、ご予約の際にご確認ください。

民宿

星空荘

☎ 0980-85-8130

竹富町字波照間85

じま

波照間島

集落の中心に位置し、
とても便利

マップ P43

咲き誇るブーゲンビリアが目
印の星空荘。様々な著名人も
訪れている老舗の宿。現在は
素泊まりのみ受付けています。
宿主はトシおばぁ。部屋には
星座の名前がついており、個
室です。

宿泊

●港から車で5分、徒歩15分
●送迎有り（要予約）
●料金は、ご予約の際にご確認ください。

はこな旅館

☎0980-85-8668

竹富町字波照間1168-2

南の島の小さな旅館

マップ P43

マップ P43

大自然に囲まれた3室だけの
小 さ な 隠 れ 家 旅 館。 全 室 禁
煙。自然塗料を使用し、落ち
着いたインテリアや琉球畳で
リラックス出来ます。旅館の
すぐ裏手には共同売店があり、
と て も 便 利。 一 通 り ア メ ニ
ティが揃っているので安心。

●電話受付時間：10:00 ～ 21:00
●1泊朝食のみ
●料金は、ご予約の際にご確認ください。

民宿

勝連荘

☎0980-85-8112

竹富町字波照間3905-1

世界に認められた星空を

マップ P42

星空観測タワーは、島の南東端
にあります。天体観測の障害と
なる気流の影響が少なく大気が
安定しているため、星がくっき
りと見えます。南十字星の観測
は12月後半から６月が適してい
ます。

●港から車で5分
●開館時間：13:00〜16:00
●休館日：不定期

レンタサイクル ねも自転車 ☎090-4435-2621
竹富町字波照間5244

電動自転車専門レンタルショップ

マップ P43

最南端の碑やニシ浜ビーチな
どへ行く道は、距離もありアッ
プダウンもあります。当店の
電動自転車でのんびりと、そ
して思う存分島時間や島の風、
島の雰囲気を感じてみません
か？ご予約も承り中です。
（宿
泊者向けのプランもあります）

●波照間港より無料送迎 約5分
●島の北側 民宿照島荘のとなりです。

夜間は不定期

☎ 0980-85-8154

竹富町字波照間3029

素泊まりの宿

星空観測タワー

波照間島 交 通 ・ レ ジ ャ ー ／ 飲 食 ・ お 土 産

波照間島 宿 泊

島内唯一のホテル

波照間島

マップ P43

は

てる

ま

じま

波照間島

港から少し離れた南集落にあ
り、近くには共同売店、食堂、
居酒屋もあり便利。洗濯機・
バス・トイレは共用。レンタ
サイクルもやっています。
（電動自転車あり）

飲食
お土産

●港から車で10分
●送迎あり（要予約）
●料金は、ご予約の際にご確認ください。

ペンション最南端

☎0980-85-8686

竹富町字波照間886-1

ニシ浜の目の前、絶景を独り占め

マップ P43

眼下に広がるのは、ニシ浜。ペン
ション最南端は全室オーシャン
ビュー。波照間ブルーを眺めながら、
ゆっくりくつろげます。コイン式の
ランドリーがあるので、海水浴の後
もうれしい。夕食は、海の向こうに
沈む夕陽を見ながら。夜は満天の星
座の下で、泡盛をどうぞ。
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☎ 0980-85-8787

竹富町字波照間78-2

●港から車で3分
●送迎あり（要予約）
●料金は、ご予約の際にご確認ください。		

あだん

波照間港ターミナル内

波照間港ターミナル内、小さな売店

マップ P43

港ターミナルにある売店あだ
ん。島の特産品、オリジナル
のお土産が揃います。南十字
星のポストカードや、各種ス
テッカーも大人気。船の待ち
時間にぜひご利用ください。

●9:00 ～船の最終便まで（午後昼休憩あり）
● 不定休

居酒屋あがん
竹富町字波照間147

日本最南端の居酒屋

●港から徒歩10分
●18:00 ～ 23:30
●定休日：月曜日

☎ 0980-85-8088
マップ P43

波照間島に来たら夜は居酒屋
あがんへ。観光客、地元の人
で賑わう居酒屋です。お店に
入ると圧巻、泡盛の瓶が所狭し
と並んでいます。島の食材を
使った料理は、家庭料理から
創作料理まで美味しいと評判。
予約するのがおすすめです。
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47

こ

小浜島総合案内所

☎ 0980-85-3571

竹富町字小浜3400-38

港からすぐ近くのレンタルショップ

●港から徒歩2分
●年中無休

コハマ交通

☎0980-85-3830

竹富町字小浜3209-1

島の観光は、
おまかせください

マップ P47

朝ドラ「ちゅらさん」のロケ地や
小浜島の景勝地を巡る観光バスを
ご用意、個性豊かなガイドが案内
します。 普通運転免許をお持ち
の方であれば、どなたでも体験で
きるレンタル KIII カートもありま
す。小浜島の風を全身に感じなが
ら楽しく走ることができます。

うふだき荘

☎ 0980-85-3243

竹富町字小浜52

マップ P46

小浜島の老舗宿。各部屋にあえ
てテレビは設置しておりません。
全室 Wi-Fi 完備。夜は居間で泡
盛片手に ゆんたく（おしゃべり）。
名物は、信子おばぁのお手製サー
ターアンダギー、サクサクふわ
ふわ、お土産に人気です。カフェ
タイムには、かき氷もどうぞ。

●港から車で約5分 送迎あり（要予約）
●料金は、ご予約の際にご確認ください。

マップ P47

レ ン タ カ ー、 レ ン タ バ イ
ク、レンタサイクルのお店。
アップダウンの多い小浜島
には、旅の足が必需品。塩
害対策のため、洗車を欠か
さないのがオーナーのこだ
わり。いつでもピカピカ、
安心です。

交通
宿泊

親戚の家のようなお宿

目の前は、瑠璃色の海。静かな夜、
幻想的な星空が広がります。 地
元の食材をふんだんに使ったお料
理、八重山地方を感じる空間。訪
れた人の命を癒す、アイランドリ
ゾートです。ゆったりと過ぎる贅
沢な時間の中で、特別なリゾート
ステイをお楽しみください。

●港から車で約5分 宿泊者専用送迎バスあり（予約不要）
●料金は、ご予約の際にご確認ください。

はまじま

●ツアーは港より出発（送迎なし）
●8:00 ～ 17:30
●年中無休

南十字星という名のリゾート

宿泊
レジャー

小浜島

48

はまじま

小浜島

小浜島

☎0980-85-3116

竹富町字小浜2930（問合せ時間：9:00～18:00） マップ P47

●船の運航時間内営業

民宿だいく家

☎0980-85-3352

竹富町字小浜73

島で唯一の手作りパンあります。

●港から車で3分

送迎あり（要予約）

マップ P46

宿は全室禁煙、部屋数は全6室、そ
れぞれタイプが異なりおひとり様で
も家族連れでもゆっくりくつろげま
す。 島で唯一！手作りパンが買え
るカフェを併設していて、そばや軽
食が食べられます。はなれの「居酒
屋やらます」は、すべてハンドメイ
ド、宿泊者限定の島酒飲み放題。

（株）シメラギ

☎090-4471-5800

竹富町字小浜753-2（受付時間：7:00～21:00）

マップ P47

マンタ！バラス島！幻の島！魅力的なコースでリピーター続出
・幻の島＆シュノーケリング＆
マンタチャレンジ（5時間 or
1日）・バラス島＆シュノーケ
リング＆幻の島（5時間 or 1日）
・幻の島＆シュノーケリング
各々コースに竹富島観光や
小浜島観光のセットあり。
・サンセット SUP ナイト SUP

●港から車で3分 送迎あり（要予約）
●コースによって小浜島発、竹富島発、石垣島発あり。
●シャワールームあり（シャンプー＆ドライヤー付き）

小浜島遊び専門店 mine（マイン）☎080-2090-2220

シーテクニコ

島の魅力をご案内するレンタカーショップ

ワンランク上のシュノーケリングを楽しみたい方にオススメ

幻の島やサンゴ礁を思いっきり楽しみませんか

●港から車で2分
●8:00 ～ 18:00
●年中無休

●ツアーは港より出発 （送迎：小浜島宿泊の場合要相談）
●8:00 ～ 20:00
●不定休

小浜島観光

☎090-5939-3418

竹富町字小浜3208-11

マップ P47

小浜島はアップダウンが多
いので、レンタカーでの観
光がオススメですよ。
わーりたぽーり・小浜島！
（小浜島へいらっしゃ
い！）

送迎あり（要予約）

ホテルニラカナイ小浜島 ☎0570-080-104

竹富町字小浜東表2954 八重山予約センター（予約受付：10:00～18:00） マップ P47

楽園を象徴するリゾートホテル

自然と調和するシックな色
調の客室は、沖縄の島々を
渡る風を感じるやすらぎ空
間。美・健康・癒しの世界
を伝える琉球スパや美食と
洗練のキュイジーヌなど、
憧れの滞在が叶います。

●港から車で約10分 送迎あり（要予約）
●料金は、ご予約の際にご確認ください。
●2019年10月１日〜2020年春まで全館休館

竹富町字小浜1919

マップ P46

・パナリ、黒島、幻の島
3島でシュノーケリング
・黒島散策＆シュノーケリ
ング＆幻の島
・パナリ半日シュノーケリング
・シュノーケリングツアー
（4時間 or 2時間）
・ジェットブレード体験

か

や

ま

じま

加屋真島

レジャー

小浜島 宿泊 ／ レ ジ ャ ー

小浜島／加屋 真 島 交 通 ／ 宿 泊

こ

はいむるぶし

☎090-6867-4071

竹富町字小浜3400-38 ☎0980-87-8010（事務所） マップ P47

・幻の島上陸＆シュノーケリング半日
コース・シュノーケリング2 ヶ所＆幻の
島上陸１日コース・体験ダイビング＆幻
の島上陸半日コース・体験ダイビング＆
シュノーケリング＆幻の島上陸１日コー
ス・ボートサンセットコース・マリン
スポーツコース（バナナボート、マリン
ジェット、SUP）・ボートチャーター

●小浜港もしくは石垣港発着
●シュノーケリングや体験ダイビングは丁寧に講習し、
安全に楽しんでいただきます。

三和トラベル
石垣市美崎町4-9

☎ 0980-82-6475

うさぎの島で、
自然と遊ぼう

ビギナーでもダイビングや
シュノーケリングが楽しめ
るツアー人気です。船でク
ルージングしながら、美し
いサンゴ礁と熱帯魚が泳ぐ
お魚畑へ向かいます。レス
トハウスにはシャワー、水
洗トイレも完備。

●石垣港離島ターミナルから徒歩3分（ホテルミヤヒラ内）
●8:00 ～ 20:00
●年中無休		
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救急診療に関するご協力のお願い
黒島 宿泊・ レ ジ ャ ー

重体の場合は、その地点から離れずにかつ患者を動かさないで司令員の指示に従って下さい。
診療所は、医師1名で運営を行っており、24時間での診療体制ではありません。
なお、時間外診療を受診する際は、医師の安全確保のため、付添いがいないと受診できない場合があります。
緊急時以外はできるだけ診療時間内に受診して下さい。住民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
一人ひとりの心がけで住民の健康と安全を守りましょう。

お役立ち電話帳

黒島

施設名

竹富町字黒島412

くろしま

西の浜に近い宿

●港から車で3分
●送迎あり

マップ P50

西の浜はウミガメが産卵に
訪れる浜です。音楽好きな
オ ー ナ ー、 沖 縄 の 音 楽・
三線に興味のあるかたに
おすすめです。晴れた日に
は空一面に満天の星が見え
ます。黒島港からすぐの所
に別館を併設。

ダイビングサービスひでsun ☎0980-85-4777
マップ P50

完全少人数制！新米ダイバーさん＆ブランクダイバーさんでも安心！

竹富町立竹富診療所

0980-85-2132

小浜診療所

施設名

西表島（東部）

仲本海岸

西表島（西部）

島内が一望できる展望台。
晴れた日には竹富島や西表
島も見える。

備考

●診療時間：8:30～11:30／13:30～16:30
●休診日：土・日・祝日

0980-85-3110
電話

竹富町立波照間歯科診療所

0980-85-8021

波照間駐在所
竹富町役場波照間出張所

0980-85-8110
0980-85-8428

施設名

備考

●診療時間：8:30～11:30／13:30～16:30
●休診日：土・日・祝日
●診療時間：9:00～12:00／14:00～17:00
●休診日：木・祝祭日・年末年始
●営業時間：8:15～17:15
● 土・日・祝祭日・年末年始、慰霊の日

電話

備考

0980-85-4114

●診療時間 9:00～12:00／13:00～16:00
（1日6時間）
●休診日：土・日・祝日・慰霊の日
●開館時間：9:30～16:30
（12:00～13:00は昼休憩）
●休館日：月・年末年始 ●入館料：無料

0980-85-4149

施設名

電話

地区

備考

施設名

電話

地区

備考

0980-85-5516 大原 ●診療時間：8:30～11:30／13:30～16:30
●休診日：水（午後）
・土・日・祝日
竹富町立大原歯科診療所
0980-85-5593 大原 ●受付時間：9:00～12:00／14:00～18:00
●休診日：火・金・日・祝日
（臨時休診あり）
大原駐在所
0980-85-5110 大原
竹富町役場東部出張所
0980-85-5216 大原 ●営業時間 8:15～17:15
●定休日 土・日・祝日・年末年始、慰霊の日
西表野生生物保護センター
0980-85-5581 古見 ●開館時間：
10:00～16:00
●休館日：月・祝日（こどもの日および文化の日を除く）
・
慰霊の日・年末年始 ●入館料：無料
沖縄森林管理署大原森林事務所 0980-85-5308 大原 ※不在時は電話がFAXに切り替わります。
西表西部診療所

放流体験もできます。

電話

0980-85-8402

黒島診療所

備考

●開館時間：8:00～17:00
●休館日：台風時 ●入館料：無料
●開館時間：9:00～17:00
●休館日：年中無休（種子取祭期間中はのぞく）
●入館料：無料
●診療時間：9:00～12:00／13:00～16:00
（1日6時間）
●休診日：土・日・祝日・慰霊の日

0980-85-3247

波照間診療所

大原診療所

●港から車で3分 ●送迎あり
●8:00 ～ 22:00 ●冬期休業日あり
●男女別のシャワールーム完備

伊古桟橋

0980-85-2302

黒島ビジターセンター

・ファンダイビング
・体験ダイビング
・ライセンス講習
（オープンウォーター・
アドバンスドウォー
ター）
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竹富民芸館

施設名

黒島

竹富町字黒島117

0980-85-2488

小浜駐在所

波照間島

宿泊
レジャー

☎ 0980-85-4304

小浜島

黒島

竹富島

南来

電話

竹富ゆがふ館

0980-85-6268 祖納 ●診療時間：8:30～11:30／13:30～16:30
●休診日：木（午後）
・土・日・祝日
西表西部歯科診療所
0980-85-6573 上原 ●受付時間：9:00～12:30／14:30～18:00
●休診日：土・日・祝日
（臨時休診あり）
上原駐在所
0980-85-6510 上原
白浜駐在所
0980-85-6110 白浜
竹富町役場西部出張所
0980-85-6839 中野 ●営業時間 8:15～17:15
●定休日 土・日・祝日・年末年始、慰霊の日
西表島エコツーリズム協会
0980-85-6331 浦内 ●開館時間：9:30～16:30
●休館日：水・日・祝日
沖縄森林管理署祖納森林事務所 0980-85-6201 祖納 ※不在時は電話がFAXに切り替わります。
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ぷしぃぬしま

レジャー

石垣島

ここでしか味わえない感動を！

石垣島・その他 交通・レジャー／宿泊／飲食・お土産

交通・レジャー
宿泊
飲食・お土産
川平マリンサービス

☎0980-88-2335

石垣市川平934

川平湾グラスボートは、穏
やかな湾内の遊覧です。船
底はガラス張り、船の上か
ら海の中を見ることができ
ます。潮の干満を知ってい
れば、川平湾の美しさをよ
り楽しむことができます。

●石垣港離島ターミナルから車で30分
●9:00 ～ 17:00
●年中無休		

		

安栄観光
定期船運航＆観光ツアー

島と島を結ぶ、人々のライ
フライン。日本最南端の有
人島で知られる波照間島を
はじめ、石垣島と西表島（上
原港・大原港）・小浜島・竹
富島・黒島・鳩間島とを結
ぶ定期船の運航と今が旬な
観光プランをご案内します。

八重山観光フェリー

☎ 0980-82-5010

石垣市美崎町1

さらに南の島々へ

七色の海を渡る旅を快適な
船 旅 を ご 案 内。 八 重 山 の
島々を巡るツアーも開催し
ています。お得な Web 予
約も必見です。

石垣島ドリーム観光
石垣市美崎町1

☎0980-84-3178

離島へＧＯ！ドリームでＧＯ！

八重山諸島を満喫いただけ
るツアーをご案内。1日で
西表・由布・竹富の3島を
めぐるツアーが人気です。
八重山の離島をのんびり観
光してみてください。

●石垣空港からバスで約30分、石垣港離島ターミナル内
●7:00 ～ 18:00
●年中無休		

西表島観光センター

石垣島トラベルセンター ☎0980-83-8881

☎ 0980-82-9836

多彩なツアーで西表島の魅力を満喫

石垣島発、西表島・竹富島・
小浜島を観光するやまねこツ
アーを催行。特に西表島の観
光のことなら、当店へおまか
せください。仲間川のマング
ローブクルーズ、観光バス路
線バス、タクシー観光、水中
観光船など ご案内します。

●石垣空港からバスで約30分、石垣港離島ターミナル内
●7:30 ～ 18:00
●年中無休		

石垣市美崎町1

石垣島、竹富島、西表島など離島観光はお任せください

定番の離島観光はもちろん、八重山では
ここでしか体験できない「イルカと遊ぼ
うふれあいコース」。日本初ダークスカイ
パーク認定で注目される南の島の星空ツ
アー SORA バス（期間限定）など魅力満載
のコース満載。カヌーや、トレッキング
で滝に行くもよし、白砂を自転車で行く
もよし、八重山の島々をご堪能ください。

●石垣空港からバスで約30分、石垣港離島ターミナル内
●7:30 ～ 18:00
●年中無休		

石垣市美崎町1

☎ 0980-82-6711

web予約専用

☎0980-88-8835

りゅうせき八重山支店

☎0980-82-3876

石垣市美崎町6

元祖、八重山の旅行会社

りゅうせきエネプロの八重山支店

●石垣空港からバスで約30分、石垣港離島ターミナル内
●7:30 ～ 18:00
●年中無休

●石垣港離島ターミナルから徒歩3分

あじ彩石垣島

ビーチホテルサンシャイン ☎0980-82-8611

昭和47年、平田つりぐ店として
創業、竹富島の水牛車観光を開発
した、元祖 八重山の観光社。心
と心がつなぐ素敵なマイ旅へ、ご
旅行の時期やご希望に合わせて最
適なツアーをご提案。 国際観光
振興機構 JNTO 認定 。日本最南
端ビジットジャパン案内所に指定。

☎0980-82-2700

石垣市大川554-1

八重山舞踊と三線ライブショー毎日開催中！

八重山の唄と踊り。あじ彩
シアターでの本格的な八重
山舞踊は、石垣島の夜を心
豊かに演出。また落ち着い
た雰囲気の宴会場や個室は、
祝いの宴や喜びの集いに最
適な空間です。郷土料理・
単品メニューもございます。

●石垣港離島ターミナルから車で10分 		
●17:30 ～ 22:00 ※ 舞踊 19:00 ～ 40分間
●年中無休

雨の日も風の日も、暮らし
の必需品を八重山の島々へ
届けます。

		

石垣市新川2484

受付時間：9:00～18:00

絶景を楽しむ、
リゾートホテル

広がる海、竹富島や西表島を
望む絶景のロケーション。波
の音と天の川が、あなたをお
もてなし。輝く海や八重山の
島々を望む露天風呂付展望大
浴場で夕陽や星々を眺めなが
ら、ゆったり流れる島時間を
お楽しみください。

●石垣港離島ターミナルから車で10分		

ＪＴＡ八重山支社八重山営業所 ☎ 0980-82-9515

全日本空輸ANAセールス石垣支店☎0570-029-222

安心安全、空の旅

快適な空の旅へ

石垣市登野城2-10

☎0570-025-071

『想いを結。未来へ結。』八重山の入
り口、石垣空港を毎日就航。沖縄の
翼として、県民の夢や希望を運びま
す。しまくとぅば（島言葉）による機
内アナウンス、機内販売や空港売店
での地元特産品販売、Facebookや
ホームページ「美ら島物語」で沖縄
の情報を発信しています。

●石垣港離島ターミナルから徒歩6分		
●9:30 ～ 12:00 13:00 ～ 17:30
●定休日：土・日・祝祭日		

その他

飲食

石垣市白保（南ぬ島石垣空港内）

ANA グ ル ー プ で は、 石 垣
空港から本土4路線、沖縄
県 内2路 線 の 計6路 線、15
往 復30便 を 運 航。 羽 田 線
では最新鋭のボーイング
787を投入。

●石垣港離島ターミナルからバスで約30分		

沖縄居酒屋ちゃーがんじゅー ☎03-6666-1125
東京都江東区扇橋2-12-5

毎週通いたくなるお店

アグー豚、沖縄そば、おい
しい沖縄料理、泡盛等数多
く取り揃え、不定期ですが
音楽ライブを行っていま
す。		

●東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄新宿線 		
住吉駅Ｂ1出口より徒歩6分		
●17:00 ～ 23:00 ●定休日：なし		

その他 飲食

●石垣空港からバスで約30分、石垣港離島ターミナル内
●6:00 ～ 20:00
●年中無休		

石垣市美崎町1
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●石垣空港からバスで約30分、石垣港離島ターミナル内
●6:30 ～ 19:00
●年中無休		

☎0980-83-0055

石垣市美崎町1

●石垣港離島ターミナルから徒歩3分

「ぷしぃぬしま」とは、八重
山の方言で「星の島」の意味。
長年の経験と豊富な知識で、
八重山の海遊びをサポート
します。ダイビングやシュ
ノーケリング、マリンジェッ
トやウエイクボードまで、海
遊びの事なら何でもお任せ。

平田観光

石垣島 交通 ・ レ ジ ャ ー ／ 宿 泊 ／ 飲 食 ・ お 土 産

石垣市美崎町2

いしがきじま

景勝地、川平湾の観光

☎ 0980-88-6363

55

海で遊ぶ

海で遊ぶ

日本で一番
素敵なお魚に出会える海

竹富町はバラエティー豊かなダイビングスポットが特長。

サンゴの産卵
昼間では知ることのできない海の神秘や夜行性の生物に
出会えるのがナイトダイビングの魅力。また 1 年に数夜、
満月で大潮の時しか見ることのできない貴重なサンゴの
産卵は必見。各ダイビングショップでは産卵時期の予測
を行っています。

貝殻探しも

楽しいよ ♪

感動体験を！

亜熱帯の大自然

りませんか

に潜
旅の思い出

!

石西礁湖（せきせいしょうこ）と呼ばれる日本最
大で北半球でも最大規模を誇るサンゴ礁エリアは、
西表島、小浜島、黒島、竹富島、新城島、石垣島が
取り囲む海域。400 種を超えるサンゴには多くの魚
や甲殻類が生息し、国立公園にも指定されています。
波照間島や仲ノ御神島では、外洋特有のダイナミッ
クな地形と大型回遊魚などを見ることができます。

海水浴
家族で、友達同士で、カップルで、のんび
りゆったりしながら美しい海を満喫する贅
沢。くれぐれも日焼けには注意してくださ
い。八重山のティダ（太陽）は強烈です。

スノーケリング
浜からのポイント、ボート
で行くポイント、生き物が
多く波が静かな海など、シ
チュエーションに合わせて
楽しむことができます。

ダイビング
日本でも有数の美しさを誇る八重山の海。サンゴ
礁とカラフルな魚たちが織りなす神秘的な世界が
広がります。体験・ファンダイビングやライセン
ス取得など、リクエストに合わせて体験できます。
56

SUP

SUP（サップ）とはスタンドアップパドルボードの略

透き通った水・青い空・景色を楽しみながらパドルを漕ぎ、風を
肌で感じれば、爽やかな開放感に包まれることでしょう。静かな
海や川で、お子様やご年配の方でも気軽に楽しむことができます。
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泊まる

泊まる

ゆったりした時間を南の島で
味わいませんか〜

島の朝と夜は、昼間とは違った表情を見せてくれます。

砂浜に寝転んで海に沈む夕日を眺めたり、夜には満天の
星を見上げたり、島ならではの過ごし方ができます。
高い建物や外灯が少ないので、どの島からでもたくさ
んの星を見ることができることも魅力のひとつ。鳥や虫
の鳴き声を聞きながら静かに迎える朝、一日のスタート
を島で迎えてみませんか。

西表島では、イリオモテボタル、ヤエヤマボタル、キイロスジボタルなどが見られます。ホタルが光る様子は、種ごとに違います。
ホタルを見に行くときは、ホタルのことをよく知っている地元のガイドさんと一緒に行動しましょう。
日没から 1 時間ほどの間に多く見られます。一度目にしたら、忘れられない体験になるでしょう。

サンセット
日が沈む前、空がオレンジ色やピンク色
に染まります。空気がキレイなので色も
鮮やか。灯台や木々がシルエットとなっ
て美しく浮かび上がります。一日の終わ
りを大自然の息吹とともに感じるサン
セットはいかが？
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バラス島

橋
竹富島・西桟

島の朝食

ゆんたく

ゆっくりと朝食をとることができるのは旅
の嬉しさ、楽しさです。島の食材をつかっ
た体にやさしい朝食で一日の始まりを。

民宿では縁側などで宿泊者同士が語り合う「ゆんたく」
が行われることもあります。島の人の飛び込み参加や、
運が良ければオーナーによる三線演奏があるかも。

早朝リトリート

早朝、静かな空間で心地よい
朝陽のグラデーションを体感
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水牛車観光
体験する

体験する

大自然の中で、
心躍る体験をしよう

島々では、歴史や伝統文化を学んだり、自然にふれ
たり、四季を通じてさまざまな体験ができます。フィッ
シングなど海での体験はもちろん、１月から４月にか
けては黒糖作り体験（収穫から加工まで）もできます。
小さなお子様でも楽しめるプログラムも多数ご用意し
ています。大自然の中でのさまざまな体験は、大人で
も童心に返って夢中になること間違いなしでしょう。

竹富島
竹富島ならではの赤瓦の家並
みと白砂の道。三線の音を聞
きながら約 30 分かけて集落
の見どころをゆっくり観光。

島

・西表

竹富島

西表島〜由布島

黒島

シーサー作り
陶芸体験

陶芸体験教室に参加してオリジナ
ルの焼き物を作ることができます。
シーサーやお皿など、手作りのお
土産が好評です。

八重山諸島は日本でも有数の
ウミガメの産卵地。黒島の海
中生物研究機関、黒島研究所
では夏休みなどに子ガメの放
流会も行っている。

短時間のシーサー作りから手び
ねりの本格的な陶芸体験まで。
世界にひとつのオリジナルシー
サーを作ろう。
心地よい風に吹かれながら水牛車で海を渡ること約 10 分。
周囲約 2km の由布島は島全体が亜熱帯植物楽園。

島・波照間島

小浜島・西表
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素足で感じる竹富島

ヨガ

ビーチコーミング

島ぞうりを履き、島人ガイドと歩い
て、竹富島の暮らしや歴史・文化に
ついて学ぶ体験プログラム。
（要予約）

青い空の下、波の音を聞きながら、体全体
で自然を感じることができるのは離島なら
ではの体験。体力に合わせて無理のない姿
勢で行います。特に早朝がおすすめです。

浜辺には、さまざまな漂流物が打ち
上げられています。貝殻やシーグラ
ス、流木ほか自分だけの「お宝」を
探してみよう。

フィッシング

小浜島・西表島・波照間島では、冬季にキビ刈りしたい人を募集
しています。

船からの大物狙いや、マングローブで亜
熱帯の魚を狙うなど、初心者から上級者
までレベルに合ったツアーがあります。
宿や料理店によっては、釣った魚を調理
してくれるところもあります。
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食べる

食べる

これぞ八重山のソウルフード
ガザミパスタ

豚・カツオ・昆布などのダシがしっかり効いていて、
具には甘辛く煮込んで細切りにした豚肉、

マングローブや河口近くにすむ、
大型のワタリガニの仲間。
おいしいダシがとれるので、
蒸してそのままやパスタなどで。

八重山かまぼこ、ネギというのが一般的。
西表島では、島内でつくられた麺をつかった
そばも食べられる。その他、いろんな種類があるので
トライしてみて。

ノコギリガザミ
大型のワタリガニの仲間で、マング
ローブや河口近くに生息。濃厚な甘
みがあり、特にダシがおいしい！

イカスミそば
濃厚でコクのあるイカスミは
真っ黒い見た目からは想像でき
ないおいしさです。

八重山そば
豚の三枚肉を細長く切ったものが
入っています。豚肉とかまぼこを
入れるところもあります。

寿司

ソーキそば

アーサそば

八重山近海で獲れる新鮮な魚介類。
新鮮な刺し身や寿司は最高です！

煮込まれてトロトロになっ
た豚の骨つきアバラ肉を口
にしたら、思わず笑顔にな
ることでしょう。ボリュー
ムもたっぷりです。

1 月中旬から３月にかけて
収穫されるアーサがたっぷ
りのヘルシーなおそば。ほ
んのりと磯の香りがします。

マース煮
沖縄では塩のことをマースといい
ます。白身の島魚は淡白な味わい
なのでアーサと一緒にマース煮で。

ギーラ（シャコガイ）の刺し身
車エビ
ジャンボソーキ
スパイシーに焼いた三人前の豚の骨
付きアバラ肉。アツアツをかぶりつ
いてください！

ゴーヤ麺焼きそば
島のそばは焼きそばにしても独特の
もっちり感がありおいしいですよ。

ソーキ丼

新鮮だからこそ刺し身や寿司ネタにおすすめ。
コリコリとした歯ごたえがたまりません。

竹富島は車エビの養殖が盛んです。
島内の食堂では、車エビを丸ごと揚
げた海老フライが大人気。

ゴーヤチーズケーキ

しっかりと味がしみこんだお
肉はご飯との相性抜群。卵と
じでおいしさ倍増です。

ゴーヤー

ドラゴンフルーツ

マンゴー

パイン
塩

黒糖

ココナツマンゴーかき氷
黒蜜白玉ぜんざい

カマイのたたき
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カマイ汁

カマイ（イノシシ）といえばぼたん鍋
が有名ですが、島ではたたきやチャン
プルーやカマイ汁で食べます。12 月中
旬から２月中旬頃が美味。

パパイヤチャンプルー
熟す前の青パパイヤを、沖縄の家庭では
おもに野菜として食べています。

沖縄でぜんざいといえばフワフ
ワかき氷に白玉と金時豆のトッ
ピング。黒蜜のほのかな甘みで
いくらでも食べられそうです。

マンゴーはもちろん島産。かき氷の大きさ
に圧倒されながらも完食してしまうこと間
違いなし。

アイス
沖縄ならではのラインナップ。
どれにしようか、迷いますね。
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問

島の味や思い出を持って帰ろう

島土産空港売店

☎0980-87-0348

※一部取り扱いのない商品があります。

波照間島

波照間島

波照間島

ドライパイン

泡波

もちきび

黒蜜

生産数が少なく、入手困難なことから
「幻の泡盛」ともいわれています。ミニ
ボトル 100 ㎖瓶はおみやげにもおすす
めです。

大さじ一杯程度を混ぜて炊くだけで黄
金色のごはんが炊き上がります。少し
もちっとした食感を楽しめます。

ヨーグルトやアイス、かき氷などのデ
ザートや生姜焼きにも。贈り物用に箱
入り２個セットもあります。

西表島

波照間島

小浜島

小浜島

島野菜のピクルス

入浴剤

もずく

ラー油

栄養たっぷりの波照間産黒糖から作ら
れました。マンゴーの甘い香りで楽し
いバスタイムを。

塩漬けされている天然もずくは常温保
存可能。島ではポン酢をかけたり天ぷ
らにしたり、ざるそばのように食べる
ことも。

リゾートホテル「はいむるぶし」でも
使われているラー油。活きた発酵調味
料「小浜島発酵」商品ラインナップの
うちのひとつ。

竹富島

竹富島

西表島産のパイナップルを贅沢に使用
した高級ドライフルーツ。甘みが凝縮
されていて濃厚な味わいです。

お土産

お土産

西表島

西表島
マンゴー・パイン等
トロピカルフルーツ
本土より気温が１～２度高く、春から
比較的暑い西表島では、甘いパイナッ
プルがとれるそうです。その中でも、
桃の香りがするピーチパインは大人気。
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竹富町内では主に西表島で生産されて
います。マンゴーは６月下旬〜７月下
旬が最盛期。ピーチパインは、5 月〜
７月上旬が最盛期。

島野菜のうま味がギュッとつまった一
品。シャキシャキとした食感とほどよ
い酸味が特徴的です。

西表島

西表島

西表島

西表島・小浜島・波照間島

島とうがらし一味

完熟パインジャム

島のハーブティー

黒糖

島唐辛子は小粒でもかなり辛いのが特
長。少量でもタバスコ以上の辛さです。

無添加で作られており、お子様にも安
心。甘みが多い島パインのおいしさを
そのまま味わえます。

太陽の光をたくさん浴びて育ったハー
ブを手摘みして作ります。島茶のほか
に、レモングラス・月桃茶もあります。

竹富町内三つの島に工場があり、収穫
されたサトウキビから作られます。そ
れぞれ違った味わいなので食べ比べが
おすすめ。

原料のヒハツモドキを竹富島では
ピィーヤシと呼びます。各島の食堂に
必ず置いてあり、八重山そばとの相性
はバツグン。

竹富町と石垣島で生産されている織物
です。五つと四つの絣に「いつの世ま
でも末永く」という思いが込められて
います。

西表島 竹富島 小浜島
波照間島 黒島

黒島

西表島

西表島

西表島

西表島

手作りの焼きもの

ガジュマルの
ワインカップ

てぬぐい

イリオモテヤマネコ携帯灰皿

ガジュマルの木から作られており、同
じものが二つとないオンリーワンの作
品です。

折りたたむとパイナップルまたは魚の
形になります。このほかにも島内のい
たるところで色々な手ぬぐいが販売さ
れています。

ひとつひとつが手作りだから感じられ
るぬくもり。シロハラクイナやヤエヤ
マヒルギは島らしいモチーフです。

ピィーヤシ（島こしょう）

ミンサー

牛グッズ

天然素材の石けん

イリオモテヤマネコのイラスト入りで
す。灰皿が少ない島内での観光の際に
はぜひ携帯を。

月桃、ハイビスカス、くちゃ（泥）の
三種類。天然素材を使っており、ほの
かな香りときめ細かい泡立ちが女性に
大人気。

黒島港ターミナル内にある売店「まち
や」では牛グッズを販売中。グッズの
種類は訪れたタイミングで変わるか
も？
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竹富町イベント・伝統行事カレンダー

豊年祭

ムシャーマ

結願祭

各島で行われる豊年祭は、穀物の収穫を
終え、無事に済んだことを神に報告・感
謝し、来年の豊作を祈願する祭り。さま
ざまな芸能が奉納されます。

2001 年に独自の民俗舞踊「ダートゥーダ」が復活 ※

波照間島

西表島（祖納）
西表島（祖納・干立）では、綱引き・ガーリー
（踊り）・子どもお神輿などが行われます。

小浜島

期間 旧暦７月 14 日（旧盆中の日）

奉納芸能

場所 波照間公民館

旧暦８月〜 10 月の庚子（かのえね）

祖先を供養し、豊作と安全を祈願して行

場所
嘉保根御嶽（カフ二ワン）
芸能が国の「重要無形民俗文化財」
2008 年指定

われる島最大の行事。波照間島の言葉で
「面白い」ことを「ムッサハー」というが
これが転じて「ムシャーマ」になったと
もいわれています。各集落から「ミチサ
ネー」と呼ばれる仮装行列で、大旗とミ
ルクを先頭に公民館に向かい、すべてが
揃ったところで太鼓や棒、狂言や舞踊、
獅子舞など多彩な芸能が奉納されます。

神に願いをかけ、願いが叶った後、その
願いを解く祈願の、総まとめ的な祭り。
「節」と「結願」の元々二つの行事が、明
治初期頃ひとつになったといわれていま
す。棒ニンジュ・ミルクやフクルクジュ
がファーマーを従え、仲道から嘉保根御
嶽に集結し、棒術や舞台で数多くの芸能
が奉納されます。
※ ダートゥーダがあるかは要確認

シ

チ

タ ナ ド ゥ イ

節祭

種子取祭

西表島（祖納・干立地区）

竹富島

黒島
「ウーニ・パーレ競漕」という爬龍船によ
る競漕は特徴的で、一番の見どころ。
ウーニ：選ばれた足の速い青年
パーレ：爬龍船

奉納芸能
旧暦８月〜９月の庚子（かのえね）
場所
前泊海岸（祖納）、前の浜（干立）
国の「重要無形民俗文化財」
1991 年指定

奉納芸能
旧暦９・10 月の庚寅
（かのえとら）から２日間
場所
世持御嶽（よもちおたけ）
国の「重要無形民俗文化財」1977 年指定

約 500 年前から伝承されたとされていま

約 600 年の歴史があるといわれ、約 80

す。「節」とは季節の折目や年の折目を意

点もの芸能が奉納される竹富島最大の祭。

味し、この機にその年の豊作の感謝と五

甲申（きのえさる）から９日間行われ、

穀豊穣、健康と繁栄を祈願する祭り。旗

７日目の庚寅（かのえとら）と８日目の

頭を立て、船漕ぎや棒術・獅子舞・ミリ

辛卯（かのとう）の両日に芸能が奉納さ

ク行列・舞踊などのさまざまな催し物が

れる。棒、マミドー、ジッチュ、マサカ

披露され、神々への豊年祈願を行う。干

イなどの「庭の芸能」と、ホンジャー、

子孫繁栄の神カムラーマが登場し、船漕

立ではミリク行列に「オホホ」が登場し、

弥勒、種子蒔狂言などの「舞台芸能」が

ぎ神事や綱引きが行われます。

滑稽な役を演じます。

ある。また、７日目は夜を徹して家々を

鳩間島

巡る「ユークイ」が行われる。芸能づく
しともいえる奉納芸能の豊かさが特徴の
ひとつ 。
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※旧暦で行われる行事は、年によって時期が変わりますので、事前にご確認ください。
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ピカリャ〜カード会員募集中！

竹富町の島々をサポートする
ポイントカード

竹富町 のマスコットキャラクター
100円につき
1ポイント貯まる

竹富町内と全国の
サイモンズ加盟店で
ポイントを貯める

一部の加盟店において付与
ポイント数が異なる場合が
ございます。詳しくは各店舗
にお問い合わせください。

ピカリャ～カードは
サイモンズ社が発行する
ポイントカードです。
竹富町を応援していただ
ける方であればどなたで
もご加入いただけます。

サイモンズポイント
モール（ネットショップ）
でポイントを貯める
提携ショップのポイントと
サイモンズポイントがダブ
ルで貯まり、
とってもお得

ホテル、レストラン、ショッピ
ング、エステなどさまざまな
業種のお店で使えます。

プロフィール

※提携先のポイントは
約3カ月後に付与。

入会金 ・ 年会費 永年無料 ！

ポイントの使い方は3通り
その１

類・・・・・・・・・・・・・・ イリオモテヤマネコ（男の子）

性

格・・・・・・・・・・・・・・ のんびりしていてマイペース

特

徴・・・・・・・・・・・・・・ おなかのところに竹富町の地図がある

誕生日・・・・・・・・・・・・・・ 2010 年 7 月 30 日

貯まったポイントを竹富町内
のサイモンズ加盟店で使う

生まれたところ・ ・・・・ 沖縄県八重山郡竹富町
好きな食べもの・ ・・・・ 島バナナ  

−ポイントで社会貢献−

公式ホームページ

失効ポイント
竹富島
黒島
小浜島

加屋真島
由布島
西表島

竹富町の特産品に交換する

ピカリャ〜
Instagram

ピカリャ〜
LINE スタンプ
日本最南端の町、沖縄県竹富町のキャラクター
【ピカリャ～】は、国の特別天然記念物イリオモ
テヤマネコの男の子。大好きな竹富町の島々を
全国に PR しています！

西表島の伝説の生物
「ヤマピカリャ―」
を基にして考えられた名前です。

サイモンズ・ポイントモールのホームページ
商品交換ページから手続きできます。

ポイント有効期限：付与１年後の12月31日まで

ピカリャ〜カードが作れる&使える加盟店

ピカリャ〜グッズ

竹富町観光協会でも発行しています
2018年12月現在

竹富町内・石垣島

●西表島

●竹富島

土産

スーパー八重

飲食

キッチン inaba

宿泊

西表アイランドホテル

観光

イルマーレウナリザキ

●由布島

ヴィラうなりざき

土産

ダイビングチームうなりざき

●小浜島

西表自然学校

宿泊

観光

検索

ピカリャ〜の名前の由来

その３

失効ポイント
（有効期限内に使い切れなかったポイント）
は皆様からの寄付金として竹富町の島々の伝統行事継承
活動や自然保護に活用させていただきます。

ピカリャ〜の部屋

ピカリャ〜
の部屋

店舗により使用条件が異なります。
詳しくはポイント使用時にご確認ください。

新城島
鳩間島
波照間島

ピカリャ〜 LINE

たまにやんちゃでいたずらずき

その２

失効ポイントを
竹富町の島々に寄付

種

宿泊

●石垣島
民宿 新田荘

船

民宿 内盛荘

八重山観光フェリー
安栄観光

新田観光（水牛車）

土産

島土産（石垣空港店）

観光

西表島観光センター

亜熱帯植物楽園

マスコット

手ぬぐい

だいく家

ぬいぐるみ
〈県外加盟店〉

沖縄ショップぷからす家
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5-1-2

小さい沖縄がやってきた

☎ 045-582-8186

沖縄の食材や調味料、飲料、
泡盛、三線グッズ、コスメ、
アパレル（T シャツやかり
ゆしウェア）
、琉球グラス
やシーサーなど充実の品揃
え！ギフト商品の取扱いも
あります。

●京浜急行生麦駅から徒歩10分
●11:00 ～ 20:00
●年始休み

サイモンズ
68

検索

本ページに記載以外の、全国にあるサイモンズ加盟店にてポイント付与、交換ができます。

なんた浜

東京都目黒区自由ヶ丘1-8-20

沖縄料理の老舗

☎ 03-3723-2933

自由ヶ丘第一ビル4F

やまねこシール
缶バッチ

昭 和46年 に 開 店、 カ ウ ン
タ ー 席10席・ 座 敷20席 沖
縄好きのお客様にお会い出
来 る の を 楽 し み に、 元 気
いっぱいお店でお待ちして
おります。

●東急東横線自由が丘駅南口から徒歩すぐ
●17:00 ～ 23:30（L.O.22:30）
●月曜日

ピカリャ〜カードについてお問い合わせ先
竹富町観光協会 ☎0980-82-5445
mpikaryaa-card@painusima.com

クリアファイル
ピカリャ〜シール

【制

作】

南山舎 〒 907-0004

ふせん
沖縄県石垣市登野城 88-1

【 写真提供 】
西表自然学校
漕屋KAGUYA
農家民宿マナ

西表島とんとんみー
Coral-foundation西表島inc.
はいむるぶし

西表島WATERMAN
（ウォーターマン）
小浜島遊び専門店mine
villa西表

浦内川観光
santihsantihyoga教室
入江 中

エル・ビー・カヤックステーション
ダイビングチームうなりざき
宮地 竹史
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き

いたい島がある
会
と
っ

o
m
e
m

個性豊かな竹富町の島々。
ゆっくりのんびり過ごせば
きっとお気に入りの島に
出会えることでしょう。
だからまた来たくなる。

70

波照間島

西表島

新城島

竹富島

黒島

小浜島

由布島

加屋真島

71

島 での お 願 い
ビーチ（浜）以外では、水着や上半身「はだか」で
歩かないで！
濡れたままで、定期船やお店には入らないで！
ゴミと思い出は、持ち帰りましょう！
キャンプ場以外は野宿禁止！
動植物を持ち出したり、持ち込まないで！
西表島のジャングルに入る時は、
必ず警察と森林管理事務所へ届けて！
お酒を飲んだら海には入らないで！
東京

大阪

那覇

竹富町の島々
竹富町観光情報誌

ぱいぬ島ストーリー
2019 年 10 月15 日発行

台湾

発行

竹富町観光協会

〒907-0012
沖縄県石垣市美崎町 1- ５
☎0980-82-5445
mtake-kan@guitar.ocn.ne.jp
https://painusima.com

この冊子は竹富町観光協会が無料で配布するものです。オークション等を含む転売行為は一切お断りいたします。
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波照間島：ニシ浜

